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第 1 章 序章 

 

１． 背景 

 

我が国では急速に少子高齢化が進展しつつあり，経済成長も鈍化している．一方で，人口・経済活動

は東京に一極集中する傾向を強めており，北海道夕張市のように財政破綻を起こす地方自治体が今後増

加することも懸念されている．社会・経済の縮小が続く地方自治体では，失業率の増加や生活保護世帯

の増加，財政悪化による公共サービスの質低下などといった問題が生じ，結果として治安悪化・人口流

出・景気悪化の負のスパイラルから抜け出しにくくなってしまう可能性もある．我が国が今後これらの

問題を乗り越えて，新たな社会・経済を創造していくためには，国家レベルでの長期ビジョンに基づく

政策のみならず，各地域の特性に応じた地域政策を策定・実施していくことが急務である． 

我が国の政府は，このような問題意識に基づいて「地方創生」の推進を掲げている（石破 2015）．す

なわち，2060 年に 1 億人程度の人口を確保するという国家長期ビジョンの下，国レベルの総合戦略，

地方人口ビジョン，地方版総合戦略を立案し，「地方創生」を実現しようとする政策である．「地方創生」

とは，地方における安定した雇用の創出，地方への人口流入，若者世代の結婚・出産・子育て支援，コ

ンパクトシティ等の時代に合わせたまちづくりを指す．これによって，地域の資源を活用した自律的成

長，新たな発想（地域イノベーション）による地域活性化と生産性向上などが実現されることが期待さ

れている． 

「地方創生」の前提となる問題意識，またその解決に向けた政策ビジョンを踏まえると，我が国の国

土政策，特に地方における国土政策に求められるのは，各地域の特性に即した地域課題の解決である．

政策の立案・実施に当たっては，限られた地域資源を活用しつつ，同時に新たな資源を発掘することも

求められる．たとえば，多くの地方で問題になる認知症当事者の増加という課題を解決するために，医

療・介護施設の増加，当事者の交通手段の確保などといった大きな経済的負担を要する国土政策が，常

に十分実施できるとは限らない．各地域の特性，たとえば地理的・文化的特性を考慮し，限られた資源，

あるいは新たに発掘した資源で，その土地にあった施策を生み出していく必要がある．これは，少子化

を食い止めるための結婚・出産・子育て支援施策や，人口減少社会における環境保全施策，経済が衰退

する中での治安維持施策など，他の領域においても同様のことがいえる． 

認知症当事者の増加という社会課題については，英国保健省は「Living Well with Dementia」戦略

を策定し，この中で「認知症との共生」という新しい社会像を提言している（Department of Health 

2009）．認知症は，早期に発症を認識して診断を受け，適切な対処・ケアをできるだけ早く始めること

によって，症状の進展を抑制し，当事者の生活の質を総合的に向上することができるものである．しか

し，認知症が社会的に「病気」「恥ずかしいもの」と認識されているために，当事者やその家族が初期

段階で認知症発症を認めることができず，結果として社会から取り残された状態で，症状が急速に進展

していく．つまり，認知症に対する社会的認知を変化させ，早期から当事者と「共生」する社会を実現
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することで，課題解決に要する資源を抑え，さらに認知症当事者（加えてそのケアに従事していた家族）

を新たな「資源」として地域活性化に貢献することまで考えられるようになる．これは，人々の態度や

行動，あるいはその基礎となる価値・規範を変容することによって，社会問題を解決する「社会イノベ

ーション」と定義される． 

たとえば英国ケント州（グレーター・ロンドンの南東に隣接）は，首都ロンドンに近く，フランスに

つながるルート上に位置しており，特にロンドンへの通勤者も多く居住する地域である．財政状況は厳

しく，予算削減や公共サービスの効率化を図る必要がある一方で，格差拡大・高齢化といった課題も抱

えており，認知症に関わる課題については，大規模な医療・介護施設を建設するより，健康維持のため

の自助努力を促進する方が望ましいと考えられていた．そこで，ケント州は隣接するロンドンで発展し

つつあった「デザイン思考」に基づく社会イノベーションを創造して問題解決を図るため，ロンドンの

デザイン企業 Engine Service Design と共同で The Social Innovation Lab Kent (SILK)を設立した．こ

の SILK によって創造された解決策が「The Dementia Diaries」であり，これは認知症当事者を介護す

る若者たち（多くは当事者の孫）が，その経験を日記という形式でまとめた書籍である．時にユーモア

にあふれ，時につらい経験をしつつも，認知症と共生する若者たちの姿が描かれた書籍と，それを紹介

するムービー（YouTube）は多くの反響を呼び，人々が認知症と共生することを前向きにとらえて交流

し支え合う社会へとつながりつつある（Barrett and Embery 2014）．この事例は，地域の特性を踏ま

えて，限られた資源を効果的に活用しつつ，人々の態度を変えることで社会的課題を解決しようとする

ものであり，社会イノベーション，ひいては地方創生の好例といえる． 

地方創生とその背景を念頭に置いて，我が国の国土政策を考える上では，このような社会イノベーシ

ョンは極めて有効な示唆を与えるものである．つまり，地域特性に即しつつ，限られた資源を活用し，

あるいは新たな資源を発掘して，人々の態度や行動を変容させる国土政策を立案・実施することで，地

域の課題解決あるいは活性化を図ることは，我が国の未来を作る上で不可欠ともいえる． 

国土政策による社会イノベーションとはいかなるものか．その設計に資する知見を得るべく，既存事

例の探索と分析が求められている． 

 

コロンビア・メデジン市は，多くの住民が自衛のために家に閉じこもっていたほどの有名な犯罪都市

であったが，公園図書館プロジェクトや公共交通機関整備などを含む都市計画によって大きく変貌し，

2013 年には Wall Street Journal と Citigroup による”Innovative City of the Year”コンテストで 1 位に

選出されるほどに成長している．人口 10 万人あたりの殺人率も 24 人にまで激減し，特にベレン地区公

園図書館プロジェクトでは，完成後には住民が屋外のパブリック・スペースに笑顔で集うようになると

いう大きな行動変容がもたらされた． 

一方，福岡市天神地区の警固公園は，かつて夜間はハント族やホームレスなどが現れ，けんか・恐喝・

落書き・性犯罪等が発生する危険な公園となっていた．県警のパトロールや防犯ボランティアらの活動

では解決されなかった問題であったが，2010 年から行政・警察・市民・大学共同で警固公園対策会議

を発足させてデザインを検討し，再整備を実施したことによって，治安・体感治安がともに改善したば
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かりか，周辺商業施設のリニューアル，利用者の動線変化にもつながっている． 

これらの事例では，まちづくり・都市計画と景観デザインとの相互作用によって，治安という社会課

題が解決され，さらにメデジンでは都市の活性化まで結びついていることから，国土政策による社会イ

ノベーション，あるいは国土政策の効果を高める施策の事例であると推定できる． 
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２． 事例の概要 

 

（１）メデジン市ベレン公園図書館 

 

＜メデジン市の社会的背景＞ 

メデジン市は首都ボゴタに次ぐ南米コロンビア第 2 の都市である．標高約 1500m の盆地に位置し 1

年を通して過ごしやすい気候である一方，1991 年の人口 10 万人あたり殺人率は 381 人と，20 世紀

後半は極めて治安の悪いことで有名であった．また，中流にも満たない低所得者層が実に 8 割に及び，

格差も大きかった（岡辺 2014）． 

まず，20 世紀の南米には共通して言えることであるが，急激に都市化が進んだことによって資本が不

均等に配分され格差社会を生んだ．コロンビアも例外ではなく，1921 年にアメリカがコロンビアの一

部であったパナマを独立という名目で属国化したことで，アメリカがパナマ運河での利権を拡大させた

頃から，アメリカ資本が入り都市化が急速に進んだ．都市化による格差拡大の結果，2003 年のデータ

では総人口 4280万人のうち 75.5％を占める 3232万人が都市部に住んでいたが，そのうち 21.8％の 706

万人はスラム地区の住民と概算され（Calderon Arcila 2008），密度の高い不十分な衛生環境の中での生

活を余儀なくされていた．都市化によって生じた格差は，富裕層が支持する保守党派と，労働者・農民

層が支持する自由党派という 2 つの対立構造を深めた．そして，1946 年に保守党政権が発足されて以

降 1950 年代末まで続く，国内紛争の絶えない時代，「ラ・ビオレンシア（La Violencia）時代」をもた

らしたのである． 

ラ・ビオレンシア時代を代表する紛争は 1948 年のボゴタ内戦であるが，その原因は同年に自由党党

首ガイダンが暗殺されたことで，保守党派から権力保持のためのテロ行為を受け続けて積年の不満を募

らせていた自由党派の市民の怒りが爆発したためだとされている．また 1953 年から始まる軍事政権に

対し 1955 年に農民が蜂起し，翌年 1956 年には多数の市民が政府によって虐殺されたり，1958 年の国

民戦線体制に反対する自由党派農民の蜂起が相次いだりして，このころから市民の武装が増えていった． 

このような経緯をへて，また 1959 年のキューバ革命にも感化され，1966 年に自由党派反政府ゲリラ

組織，コロンビア革命軍（FARC）が誕生する．マヌエル・マルランダを指導者に置き，現行秩序の転

覆及び反米かつ共産主義の政権樹立を掲げていた．FARC の構成員は貧しい農民や労働者階級の市民で

あり，富裕層への反発はきわめて強かったため，彼らは度々保守党派の富裕層に対するテロ行為・誘拐

行為を行った．しばらくは FARC による活動と政府による弾圧が断続的に続くが，1980 年代後半頃か

ら FARC の勢力は急激に拡大する．1985 年に FARC はコロンビアの 1071 の地方自治体のうち 173 を

支配していただけだったが，1998年までには622の地方自治体をコントロールするようになっていた． 

FARC による度重なるテロ行為・誘拐行為に対抗すべく 1997 年に結成されたのが極右武装組織，コ

ロンビア自警軍連合（AUC）である．AUC 設立の発端は，父親を殺されたカスターニョ兄弟という富

裕層が FARC への復習を誓い，1985 年に武装組織コルトバ自衛団を形成したことにある．したがって，

組織の本来の目的は FARC への報復と富裕層らの自警であり，政府との直接的な対立関係はなかったが，
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勢力が拡大するにつれ FARC に対するテロ行為はより残虐性を帯びるようになり，政府も看過できない

ものになっていった．反政府組織 FARC，極右組織 AUC，政府組織というそれぞれが独立した組織に

よる 3 つ巴の政治紛争は，このようにして起こった． 

メデジンの治安悪化は FARC，AUC などのゲリラ組織と大きく関係している．ゲリラ組織による政

治紛争が凶悪化した要因は，彼らに武装のための潤沢な資金があったことだが，資金の大部分は麻薬組

織と手を組むことで得ていた．その麻薬組織こそがメデジンを中心に活動する組織，麻薬王パブロ・エ

スコバル率いるメデジン・カルテルであったのである．切れ者であったパブロ・エスコバルはコカイン

が流行にのる以前からその価値に目をつけ，1970 年代末には麻薬の最大消費国アメリカへ輸出される

コカインの半分以上を支配した．1984 年に彼らがララ法相を暗殺したことで政府との間で麻薬紛争へ

と発展する．その後も，1986 年 11 月に国家警察麻薬取締特殊部隊の司令官ハイメ・ラミレスの暗殺，

同年 12 月にボゴタの有力紙エル・エスペクタドールの編集長ギジェルモ・カノの暗殺，1987 年 1 月に

ハンガリー駐在のコロンビア大使エンリケ・パレホの襲撃などを立て続けに行い，政府との対立を深め

ていった． 

この麻薬紛争は 1993 年にエスコバルが殺害される頃ようやく終息を迎えた．しかし麻薬の密売が根

付いたことと度重なるテロ行為により，メデジンは犯罪都市と化した．また，メデジン・カルテルが貧

困層から台頭した組織であったため，現在の状況に不満を持つ貧困層にとっては麻薬組織に入ることが

社会に反発するための身近で有効な手段となってしまっていた． 

 

このような犯罪都市メデジンを変革しようとした市長が，セルヒオ・ファハルド（在任期間 2004 年

1 月 1 日～2007 年 12 月 31 日，前アンティオキア州知事（在任期間 2012 年 1 月 1 日～2015 年 12 月

31 日））である． 

ファハルド氏はメデジンに生まれ，米ウィスコンシン大学マディソン校で数学博士号を取得した後，

コロンビアで大学の数学教授を務めていたが，数学の分野に限らず様々なメディア活動を行っていた．

1995 年には，ノーベル平和賞受賞者のオスカル・アリアスやその他の著名人と並んで，アンティオキ

ア州平和促進委員会の委員就任を要請されている（Villa Moya 2013）．また，建築家の父親ラウル・フ

ァハルドも地元の有名な人物であり，代表的な建築物としてメデジン市内の Coltejer Building などが

ある．このような背景から，ファハルド氏は政治活動を行う以前から地元では影響力のある人物であっ

た． 

ファハルド氏の市長立候補の発端は，1999 年に政治を改革しようという旨に賛同する様々な人種，

学術団体，科学者，政治関係者などの市民ら 50 人ほどによって行われた集会にある．以前から彼には，

自分が学者になれたのは恵まれた家庭に生まれたからだという思いがあり，家柄に左右されてしまうよ

うな社会に疑問を抱いていた．そして 1999 年の集会で「社会の中で最も大事な決断を下すのは政治家

である」と改めて認識し，立候補を決意した．その後 2003 年の市長選挙で当選した． 

市長に当選したファハルド氏は，まず「全市民の約束：メデジン 2004-2007」（Plan de Desarrollo 

2004-2007: Medellin, Compromiso de toda la ciudadania）という政策をうち立てた（ロドリゲス 
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2009）．この政策の最大の特徴は，治安や社会的格差という社会問題に対して，教育という視点から取

り組んだ点である．「どこよりも教育水準の高い街メデジン」，「社会的都市計画」をスローガンにし，

主に教育と密接に関係する公共空間の創出に力を入れた．具体的には，（1）放置されてきた不法占拠地

区の再生，（2）質の高い公共空間や公共建築の建設，（3）街路の公共空間としての再生，（4）貧困地区

の住環境改善の 4 種のプログラムが進められ，（2）においては特に生活の質が低く，暴力と社会問題が

深刻な地域で 5 つの「公園図書館」の建設と，良質な小中学校の建設（大規模公立校 10 校の設立と既

存数百校の改善）が実施された．再生された，あるいは新たに創出された公共空間は，「市民の出会い

の場」と定義され，ここで公共性・参加といった価値が生まれ，市民と社会が希望を持って変革するこ

とが期待された． 

ファハルド市長の政策は功を奏し，在任中に 10 万人あたり殺人率は 34.0 人（2007 年）にまで激減

した（図 1.1）（Nagarrete Heredia, Angel Bernal and Donovan 2014, p.43）．「社会的都市計画」とい

う戦略を継承した，次のアロンソ・サラサール市長（任期 2008 年 1 月 1 日～2011 年 12 月 31 日）も

新たな開発計画を掲げて，さらなるメデジン再生事業に取り組むこととなった．その結果メデジンは，

世界都市フォーラム（2014 年）などの大規模国際イベントを誘致するまでの国際競争力を持つに至り，

上述の通り”Innovative City of the Year”（2013 年）にも選出される革新的な都市となった．そして，

これらの都市変革の端緒となった事業の一つが「公園図書館」事業であった． 

 

図 1.1 メデジン市の人口 10 万人あたり殺人率の推移 

 

＜ベレン公園図書館事業の概要＞ 

ファハルド市長による公園図書館事業は，質の高い公共空間と教育によって地域と住民に尊厳を与え

ることを目指した施策であった．最初に計画された 5 つの公園図書館は，その立地から戦略性を持って

検討されていた．公共交通機関によるアクセスや，環境・治安問題，地域の「負の遺産」（スティグマ），



 10 

公共・民間サービスの普及度合いなど，様々な要素が考慮され，公園図書館の立地場所が特定された（図

1.2，approach 2009 Summer, p.8）．具体的には，「サント・ドミンゴ・サビオ公園図書館（エスパーニ

ャ公園図書館）」は，不法占拠地域の再生を目的に，市北東部に建設された．ここは，「メトロ・カブレ」

と呼ばれるロープウェイ（公共交通機関）の K 線と同時に整備され，市中心部を走るメトロ A 線と接

続されている．「サン・ハビエル公園図書館」は住民間の武力対立や社会的不均衡が著しい地区（市西

部）に建設され，ここは市中心部に向かうメトロ B 線，郊外に向かうメトロ・カブレ J 線の始発駅と歩

道橋で結ばれている．「ラ・ラデーラ公園図書館」は中東部のメデジン刑務所があった敷地に，「ラ・キ

ンターナ公園図書館」は北西部の教育や社会サービスの普及率が低い地域に建設された．ラ・キンター

ナ公園図書館が建設された場所は，2 つの地区の住民が対立していた，まさにその地区境界上でもあっ

た．「ベレン公園図書館」は，最も人口密度が高い地域で，かつ悪名高い国家秘密警察 F2 の施設が立地

していた敷地に建設された．当初，ベレン公園図書館では路線バスのみが公共交通を提供していたが，

2011 年には BRT（Bus Rapid Transit）の「メトロ・プルス」L1 線（2012 年に L2 線も開業）が徒歩

圏内に開業した．（都市全体像は図 1.3 を参照） 

 

図 1.2 メデジン市公園図書館の立地場所 
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図 1.3 メデジン市地図（一部筆者加工） 

https://www.metrodemedellin.gov.co/Portals/4/Images/Viajeconnosotros/mapa-ciudad_grande.jpg  

ベ
レ
ン
公
園
図
書
館

 



 12 

ベレンを除く 4 つの公園図書館はコロンビア人の手によって設計が行われたが，ベレン公園図書館は

我が国を代表する建築家のひとり，内藤廣・東京大学教授（当時，現名誉教授）とその研究室によって

設計された．これは，2005 年に当時のウリベ・コロンビア共和国大統領が来日した際，随行したコロ

ンビア川の複数の大学学長と東京大学総長との会談が行われ，これらの間で学術交流が推進されること

となったという背景によるものである．内藤教授らは，我が国の建築・景観デザインやその根本思想を

活かしつつも，コロンビア，メデジンの文化・歴史・社会・資源との融合を図って，ベレン公園図書館

の設計を行った．その結果，多くの市民が参加した完成式典から現在に至るまで，市民に愛され，彼ら

の態度・行動を変容させる景観デザインが生まれたのである． 

ベレン公園図書館の特徴は，真に「公園図書館」というコンセプトを実現した，広場と建物（図書館

等）との複合的景観デザインである．他の公園図書館は，目を引く建築デザインを主とした建物中心の

設計であるのに対して，ベレン公園図書館は緑の広場，水の広場，人々の広場という 3 つの広場を備え，

しかもそれら広場が建物に先だって発想されていた（図 1.4）．川添ら（2008，p.88）は，「図書館や講

堂といった管理上一部閉鎖的にならざるを得ない機能を，真に市民に開かれたものとするため，3 つの

広場に，地域と施設，市民と行政とをつなぐものとしての役割を与えた」と述べている． 

 

図 1.4 設計初期段階における，内藤による 3つの広場のスケッチ（川添ら 2008，p.88） 

 

 ベレン公園図書館は，図書館のほか，講堂・音楽学校・展示室・多目的室などの部屋から成り，これ

らを含む合計 15 棟の建物が，3 つの広場を取り囲むように配置されている（図 1.5）．緑の広場（図 1.6）

では，既存の樹木をそのまま残しつつ，広場に面した幹線道路から緩やかに空間を切り離すように盛り

土・動線の設計を行っている．水の広場（図 1.7）では，中央におよそ 30m 角の鏡のような水面を作り

出し，それを半屋外の回廊が囲んでいる．水の広場には，図書館や講堂など主要な機能が多く集まって

おり，中央の水盤に向けて視線が集まるように設計されている．人々の広場（図 1.8）は，隣接する道

路と一体的な空間となり，市民が気軽に訪れることができる空間として設計されている． 
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図 1.5 ベレン公園図書館平面図および断面図（川添ら 2008，p.91，一部筆者加工） 

 

 

図 1.6 ベレン公園図書館・緑の広場（川添ら 2008，p.88） 

緑の広場 

水の広場 
人々の広場 
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図 1.7 ベレン公園図書館・水の広場（川添ら 2008，p.89） 

 

 

図 1.8 ベレン公園図書館・人々の広場（川添ら 2008，p.89） 
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（２）福岡市警固公園1 

 

 ＜警固公園再整備の背景＞ 

警固公園は昭和 26 年に開園し，天神地区の貴重なオープンスペースとして機能していた．昭和 30 年

には福岡スポーツセンターが建設され，昭和 62 年の取り壊しまで，屋内スケートリンクや大相撲場所

として様々な利用が為されていた．昭和 63 年には，周辺地区の複合商 業施設等の再開発に合わせ第一

回目の再整備が行われ，新しく見晴台のある築山や親水空間などが整備された． 

しかし 20 年の歳月が流れるにつれ，築山は老朽化のため閉鎖され，この築山や見通しの悪い公園内

の細い道は死角となり，性犯罪等の温床となった．そして警固神社付近や公園の周囲の細い道において

もハント族が出没するようになった．また，公園内はスケートボードやピストバイクをする少年が集ま

る場所として有名になり，深夜になっても騒音が激しいと問題にもなっていた．  

以上のようなことから，警固公園の治安の悪さは周辺住民の周知するところとなっていった．そこで

平成 24 年に福岡市によって，第二回目の再整備が行われた．警固公園対策会議や，福岡大学，警察，

近隣住民，福岡市が協力して整備の方針が決められた．この時主要な課題として挙げられたのは次の 5

つである． 

① 見通しの確保 

② 公園と公園周辺の双方向に解放された動線の確保 

③ スケボーなど不適正な利用の仕方の抑制 

④ 公園をセットバックし全面歩道を拡幅 

⑤ 目につきやすい場所へトイレを移設 

 

図 1.9 改修前の警固公園 

                                                   
1 本項は福岡大学景観まちづくり研究室による資料を全面的に参照している． 

＜http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/keikan/kegopark/kegopark_PJ%20Report.pdf＞ 
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それ以前にも We Love 天神協議会といった地域団体によってオープンカフェの公園内への設置等整

備の方針が提案されていたが，完全には採用されず，新しく福岡大学が調査を行って最終的な再整備計

画は策定された．この決定までには膨大な会議や協議の回数を経ている．警固公園の治安対策に関わる

現状の報告や再整備の方針について協議，合意形成をへるための警固公園対策会議は 3 年半の間に 13

回行われた．その後，福岡市長へのプレゼンテーション，関係者間のビジュアルに関する意識共有と合

意形成を行うための模型検討協議，さらには施工現場協議で公園デザインに関わる細部の検討がなされ，

見試し作業が繰り返された．それに加えて，昼間，夜間の動線および利用実態の調査，警固公園の現状

把握，および整備に関する要望を調査するための利用者や公園の防犯活動をしている人へのヒアリング

調査などで現地での声を集めている．  

 

 ＜警固公園再整備の内容＞ 

この改修後のデザインコンセプトは「防犯と景観の両立」であり，公園内の見通しと動線を確保する

防犯効果の向上と共に，周囲に広がる街の景観とにぎわいを警固公園の魅力として取り込むことが目指

された．これを目指した特徴として大きく 6 つのポイントを挙げることができる． 

 

①新たな動線の引き入れ 

中央園路をつくることによって，新たな動線を創出した．公園内外の見通しを良くすることで，園内

の動線の利用促進を図った．また，通路の可視化は迷惑行為となっていたデモ隊の集会などを行うこと

を規制することに貢献している．以前の園内通路も一部拡幅し，段差のないバリアフリーを施すことに

よって歩行環境も改善された． 

 

②子供広場のリニューアル 

子供広場にあった遊具は緑地の中に再配備され，親子連れなどの憩いの場としてリニューアルされた．

明るいイメージを抱かせる改修後の子供広場には，遊びに来る子供の利用数が増加した．近隣の保育園

の園児にとっての散歩コースにもなっているようである． 

 

③ 交番の設置 

公園の片隅に，交番を設置した．園外から見ると交番の存在に気づくが，園内から見ると交番の存在

には気づかないように，デザインが工夫されている． 

 

④ ベンチ・緑地空間の拡充 

見晴らしの丘や子供広場など，新たに芝生を植えることによって緑地空間が拡充された．この緑地空

間に新たな石のベンチが設置され，迷惑行為となっていたピストバイクやスケボージャンプなどの不適

切な公園利用が抑制された．この石のベンチの形状は旧公園の円弧を踏まえて曲線となっている． 
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⑤ 外部と内部間の見通しの確保 

中央園路を作ったことにより公園内外からの視覚的な開放感を与えている．また，死角を形成してい

た築山とウォーターデッキを撤去することにより，これまで悪かった見通しを大幅に改善した．さらに，

築山の撤去に伴い，新たに植えることとなった樹木の配置を工夫し，公園北西部からの見通しと共に隣

接しているソラリアプラザから園内の見通しを改善した．公園の南側はもともと人通りが少なく，暗が

りが多かったので，そこに存在していたトイレを公園の東側に移設した．東西につなぐ通路の見通しの

改善のため，南側園内通路の線形を直線化する修正を施した．トイレの移設に合わせて，西鉄天神駅の

ホームからの視界の阻害となる木一本を除去し，公園の様子が見やすくなるようにした．また，隣接し

ている警固神社との境界にある柵を撤去し，神社の雰囲気に合わせたシンプルな柵を再配置している．

公園の西側では，築山が撤去されることにより中央園路につながるオープンスペースとして公園出入口

を改修したことによって，警固神社通りからの見通しも改善された．狭隘さが問題となっていた警固神

社通りの歩道も拡幅された． 

 

⑥継承の機能/デザイン/情況 

旧警固公園において，深夜に公園にいる若者に居場所を提供していたガーディアンエンジェルスの拠

点であったテントは，安心安全センターとして公園内にその機能を残された．また，旧警固公園の記憶，

愛着を園内に留めるため，再整備前から多くの利用があった特徴的な石のベンチとそれが配置されてい

た公園の中央エリアでは，通路の段差をなくすバリアフリー整備を施したうえで以前の形に再整備され

ている．さらに再整備前から人々の警固公園のイメージを為していたイルミネーションのイベントを，

再整備後も継続して行われている． 

 

 

図 1.10 改修後の警固公園 
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 ＜再整備後の警固公園＞ 

新しくなった警固公園での動線調査がなされたところ，再整備後は園内全体に動線の広がりを感じら

れる結果となった．新たに設置した中央園路や人通りの少なかった公園南側通路も多くの動線が確認さ

れた．園内全体での利用者の増加，特に子供と女性の数の上昇が著しい．また，深夜帯に関しても以前

はほぼ観測されなかった動線が増加し，広がりを見せた．福岡大学景観まちづくり研究室では改修後の

警固公園の利用者に対してヒアリング調査を実施している．改修後の警固公園について，「見通しがよ

くなった」「明るくなった」「安心・安全になった」「都心でこのように広々としている場所はないので

良い」「安心して子供を遊ばせられるようになったのでよく来るようになった」等の意見が得られた．

前後の治安の変化についても，全員が良い方に傾いている印象を持っていることを表す選択肢に回答し

ている． 

また，この再整備の波及効果として，

隣接するソラリアプラザが公園側の

外壁を改修してリニューアルオープ

ンした．警固公園の美しい眺望を最大

限に生かすため，1 階から 6 階の外壁

をガラス窓としたのである．これによ

り，今まで背を向けてきた警固公園側

が新しい玄関に生まれ変わったのだ

った．新しくオープンした公園側のカ

フェでは，「警固公園が一望できるカ

フェ」として以前よりも収益を上げて

いる． 

  

また，改修後の防犯効果は，少年補導件数や天神公園管内の 110 番通報件数が減少していることから

も，定量的に確認することができた．さらに車に連れ込むなどの悪質が問題視されていたハント族も見

られなくなり，公園のリニューアルが体感治安の向上に寄与しているということができる．公園隣の警

固神社の宮司からは，公園の改修により以前よりも参拝客が増えたとの声もある． 

さらなる防犯効果を目指し，改修から 1 年後，公園内に天神警部交番・警固公園安心安全センターが

開所した．同センターは自主防犯，少年非行の防止や環境美化などの安全安心まちづくり活動に関する

会議や打ち合わせ場所として無料で利用することができる．現在，防犯ボランティアの集合場所として

も使用されており，安全安心なまちづくりに関する相談窓口が開設されている．また，中央区役所内に

警固公園対策会議の引き継ぎを受け，同センターの有効利用ついて協議する警固公園利用推進会議が定

期的に開催され，市民も構成員の中に含まれている． 

  

 

図 1.11 ソラリアプラザ 2 階から見た警固公園 
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３． 目的 

 

本研究では，景観デザインがひとの認知・行動を変え，社会問題の解決につながった社会イノベーシ

ョン事例としてコロンビア・メデジン市のベレン公園図書館と福岡市警固公園を比較・分析し，景観デ

ザインが個人の行動変容ならびに社会イノベーションに寄与する普遍的メカニズムについて，仮説を得

ることを目的とする．なお，ここで取り上げる「景観デザイン」は，その表層的な仕上げ・形状・色彩

ではなく，その場所で暮らす人々の認知や行動の変容に寄与する空間の骨格・ひとの居場所のつくり

方・環境や文化への応答，またそれらを導いたデザイン思想およびプロセスなどに着目するものである． 

 

先述の通り，たとえば犯罪や交通渋滞などの都市問題を解決するために，膨大な時間がかかる都市計

画または莫大な予算をかけた都市整備事業のみに頼るのではなく，ひとの認知や規範に訴える景観デザ

インを活用することは，今後人口減少・高齢化が進み，財政的に厳しくなる我が国の都市だけでなく，

より安価で有効な解決策を求める途上国にとっても有益であると考えられる．本研究で得られた知見は，

こうした地域における景観デザインによる行動変容策・問題解決策の発想，さらには景観デザインを活

用した ODA の設計などに活用できる．今後さらなる経済発展や格差の拡大による社会問題を抱える中

進国・途上国に対して，我が国が景観・インフラデザインによって効果的な解決策を提供できるように

なることは，国土政策分野における新しい開発援助や国際連携の発展に大きく貢献すると考えられる．

なお，国内の景観デザイン分野において，このような国際貢献を前提としたデザイン論・デザイン分析

実績は極めて乏しいと言わざるを得ない．インフラの量的充足を果たした高度成長期の後，その質的な

欠陥に対する反省とともに景観デザインの必要性を見出すこととなった我が国の経緯を鑑みれば，要素

技術・施工技術のみならず，それらを統合するデザインの思想や技術も併せて国際的に展開すべきであ

り，本研究はそこへ向けた具体的な一歩を踏むことを目指している． 

このような根源的な行動変容による社会問題の解決，すなわち社会イノベーションに寄与するような

景観デザインとはいかなるものか．景観デザインによる行動変容メカニズムや，個人の行動変容が社会

イノベーションにつながるプロセス，社会イノベーションに寄与する景観デザインの特質の 3 点につい

て，メデジン・福岡の両事例に共通する仮説を得ることが本研究の目的である．具体的には，第一にメ

デジン・福岡の両事例においてどのような行動変容・社会の変化が起こったかを確認し，景観デザイン

の諸要素が行動変容・社会変化に与えた影響を推定する．そのために，両事例におけるデザイナーや事

業関係者・利用者へのインタビュー調査，利用者の行動観察調査，利用者に対する聞き取り調査ないし

アンケート調査，観察調査を行うとともに，既存の社会・経済統計データや文献・資料も活用する． 

 

本研究は，景観・インフラデザインが導く行動変容・社会イノベーションによって国土・都市政策に

関わる社会問題を解決するため，デザインによる行動変容と社会イノベーションの普遍性を明らかにし

ようとする視点に立っている．たとえば，気候変動などを踏まえて環境に配慮したまちづくりは我が国

のみならず世界中で今後求められるが，区画整理を行い，緑地や公共交通を整備することは有効だが莫
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大な費用を要する．静岡県三島市では，高度経済成長期に生活排水による汚染，地下水くみ上げによる

枯渇等による被害を受けて市民からも見捨てられた源兵衛川に親水公園を整備した結果（7 年 14 億円

の事業），市民の川に対する考え方が変わり，「水の都三島」のまちづくりのシンボルにもなった．本事

業でも警固公園の事例と同様，市民との対話を通じてニーズや文化的背景を理解し，それらをデザイン

に還元している．本研究は，このように比較的小規模な投資・開発によって都市戦略の効果が増大し社

会変革につながるという，景観デザインによるレバレッジ効果の把握も目指す． 

さらに，ODA という観点で景観デザインを捉え，我が国のデザイン力をインフラ輸出にも活用しよ

うとする展望も有している．たとえば Brown and Wyatt（2010）や Sosa（2015）がそれぞれ世界銀行

研究所（WBI）や米州開発銀行（IDB）で述べているように，「人間中心デザイン」や「デザイン思考」

による低廉かつ効果的・革新的な開発ソリューションの設計・提供は，今後の開発援助・国際協力で競

争力を発揮する上で重要と推測される．特に，従来のようなハード系施設整備では，中国・韓国をはじ

めとする新興国との厳しい競争にさらされており，我が国の伝統的な強みであるデザイン力や，社会的

課題に先んじて取り組んできた経験を活かすことは，競争力向上のみならず，新しい投資領域の創出と

いった観点でも有益であると考えられる．本研究で得られる成果は，我が国の卓越した景観デザインが

社会を変革するメカニズムと，その国際的有用性についての示唆を与えることも期待される． 
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４． 調査概要 

 

（１）メデジン市ベレン公園図書館 

 

＜調査目的＞ 

先述の通り，ファハルド市長在任中に 10 万人あたり殺人率は 34.0 人（2007 年）にまで激減し，メ

デジン市は”Innovative City of the Year”（2013 年）にも選出される革新的な都市となった．そして，

これらの都市変革の端緒となった事業の一つが 5 つの公園図書館事業であった．中でも，「コロンビア

とメデジンの風土と文化を理解して，社会に求められるデザインを実現して見せた」と現地関係者（下

記インタビュー）が述べるベレン公園図書館を対象として，事業前後での社会変革や個人の行動変容を

明らかにし，その要因を推定するために，2015 年 11 月と 2016 年 2 月の 2 回にわたり，以下に述べる

現地調査を実施した． 

 

＜専門家・事業関係者へのインタビュー調査＞ 

専門家・事業関係者への半構造化インタビュー調査を 11 件実施した． 

EDU（Empresa de desarrollo urbano，メデジン市都市開発公社）建築部門，John Octavio 氏（2 回） 

元 EDU General Manager，Carlos Mario Rodriguez 氏 

EDU 社会部門，Eliana Restrepo Brand 氏 

ベレン公園図書館 Cordinator，Olga Lucia Fajardo Diaz 氏 

ベレン公園図書館 Assistant (Sala “Mi Barrio”内)，Maria Isabel Florez Lopez 氏 

ベレン公園図書館 CEDEZO（Centros de Desarrollo Empresarial Zonal，地区起業支援センター），

Adriana Aristizabal 氏，Estefania Ochoa 氏，Diana Alvarez 氏 

ラ・ラデーラ公園図書館 Cordinator，Patricia Givaldo Mora 氏 

ラ・キンターナ公園図書館 Cordinator， Clara Victoria Mejia Correa 氏 

ベレン地区（第 16 区）警察署，署長，Nikolai Virviescas Jimenez 氏 

国立アンティオキア大学，准教授，Luis Amibal Velez 氏 

 

＜利用者・住民へのインタビュー調査＞ 

図書館利用者や周辺住民に対しても，短時間の構造化インタビュー18 件（一部グループ含む），長時

間の半構造化インタビュー3 件を実施した． 

構造化インタビューは，以下の基本質問を約 10～20 分で聞き取る形とした．質問は英語で行い，通

訳がスペイン語への翻訳を行った． 

 

1) What activity do you do here today?  

 今日はここで何をしていますか？ 
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2) What is the reason you choose this place to do so? 

 なぜこの場所でしようと思いましたか？ 

3) What made you come to visit here for the first time? 

 はじめてここに来た時，来ようと思ったきっかけは何ですか？ 

4) How often do you come here a month? and When? 

 どれくらいの頻度でここに来ますか？いつ来ますか？ 

5) What activities do you usually do here? 

 いつもはどんなことをしますか？ 

6) Do you have a favorite space in this library? Where? 

 この公園図書館で気に入っている場所がありますか？それはどこですか？ 

7) How do you come here? How long does it take? 

 ここまでどうやって来ましたか？どれくらいかかりましたか？ 

8) How do you think the safety of Belen area? Safe or unsafe? 

 ベレン地区は安全だと思いますか？危険だと思いますか？ 

9) When do you think the Belen area comes to be safe enough to go outside freely? What made so? 

 ベレン地区が，自由に外に出られるくらい安全になったのはいつ頃ですか？また何がそうさせたので

しょうか？ 

10) What is the most important condition to you to go out freely? 

(condition is such as purpose, time, headcount) 

 外出するとき，あなたにとって重要な条件は何ですか？ 

11) After you come to know this library, is there any change on your daily activities? 

 この図書館を知ってから，あなたの日々の活動に何か変化がありましたか？ 

12) Are you proud of Medellin? Why? 

 メデジンを誇りに思っていますか？それはなぜですか？ 

13) If it’s OK, please let us know your name and age? 

 もしよろしければ，あなたの名前と年齢を教えてください． 

 

＜日本国内での事業関係者インタビュー調査＞ 

日本国内でも，本事業の設計を担当した内藤廣・東大名誉教授，川添善行・東大准教授への半構造化

インタビュー調査を実施した． 

  



 23 

（２）福岡市警固公園 

 

 ＜調査目的＞ 

「防犯と景観の両立」をコンセプトとして達成された警固公園再整備は，その後 2014 年度の土木学

会デザイン賞最優秀賞を受賞する．この際，選考委員である法政大学の高見公雄教授は以下のようにコ

メントを残している． 

 

「エントリーされてきた警固公園の説明資料では，再整備前のこの公園は見通しが悪い箇所な

どがあり，犯罪が多発し，今回の再整備でいかにそれが改善されたかという説明が多く，ネガ

ティブなものを取り除いたという印象であった．現地を訪れたのは晩夏の夕方，まだ高い陽は

天神の街を照らし，ビルの影に入るとようやく人気づくような気候の頃であった．ところが驚

いた．資料で見る限りでは高木が少なく，陽を遮るものが少ないから，人々が溜まる場とは思

えなかったのだが，猛烈な数の人々がこの広場(というのが相応しいように思う)でくつろいで

いる．親子連れ，カップル，友人のグループなど，日本の街なかの戸外の広場で，このように

多くの人が溜まっている光景は殆ど見たことがない．公園の再整備に伴い隣接するソラリアプ

ラザでは公園側の開口が増やされたという．その公園が見下ろせるカフェに上がって見た．中

央部がやや低くなっているだけの基本は円とその放射線で構成された単純な空間であるが，何

しろ多くの人が居る．みなくつろぎ，または楽しそうにしている．居心地が悪ければ，この人々

はここにいないのであろう．晩夏の夕方，ようやくビルの影にすっぽりと入った公園では，少

しだけ涼しい風が通り抜け，ますます人が増えた気がした．公共空間なんて結果で判断して良

いと思う．市民に使われ，大切にされているこの事実が重要である．その要因は一層慎重に見

定める必要はあるものの，この現状はまさに最優秀賞に相応しいものとして評価したものであ

る．」 

（土木学会デザイン賞 2014HP より抜粋，https://www.jsce.or.jp/committee/lsd/prize/2014/works/2014g2.html） 

 

改修前の警固公園は見通しの悪さから死角における性犯罪の発生や，ピストバイク，スケボー等を行

う青年たち，ガールハント目的の車が停まっている光景から特に夜間は多くの人にとって近寄りがたい

場所として治安の悪さが目立っていた．しかしこの治安の改善のために公園を改修したところ，治安の

改善にとどまらず国内の広場でも稀なほどに多くの人が訪れる公園へと変わり，そのことが高く評価さ

れている．また，「その要因は一層慎重に見定める必要はある」と書かれているように，このように人

が集まる広場となった理由について，今まで十分な考察はなされていない． 

このような状況を踏まえ，本調査では，警固公園に人が集まる要因，つまり人々の行動が変容した要

因を明らかにすることを目的とする． 
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＜有識者・関係者へのインタビュー調査＞ 

以下リストに示す有識者・関係者へ，整備の経緯およびその後の利用状況等についてインタビューを

行った． 

【2015 年 6 月 18 日 於：東京大学】 

・福岡大学工学部社会デザイン工学科 柴田久教授 

 

【2015 年 6 月 12-13 日および 11 月 12-14 日 於：福岡市中央区】 

・福岡市住宅都市局都市計画部 奥田正浩氏・宮川秀諭氏・三明透氏 

・福岡市中央区役所地域整備部維持管理課公園係 川田浩之氏 

・福岡県警生活安全部子ども・女性安全対策課長 大庭英次氏 

・ソラリアプラザ館長 東圭司氏 

・岩田屋三越・総務部長 中川雅彦氏 

・警固神社・宮司 前田安文氏 

・一般社団法人 We Love 天神 山口宰氏 

・大名校区町内会長 藤木敏一氏 

・NPO 日本ガーディアンエンジェルス福岡支部 島津明男氏 

 

 ＜利用者へのインタビュー調査＞ 

以下の日程で，警固公園利用者へ，改修前後の行動

変容や来園の理由等について構造化インタビューな

いし半構造化インタビューを行った． 

 

【2015 年 6 月 21 日 13 時〜19 時半】 

・利用者への構造化インタビュー28 件 

警固公園及びその周辺に滞在していた利用者

（年齢層は 10 代から 70 代）計 28 名にインタビ

ューを行った．改修前後での警固公園の利用方法

や印象の変化について伺った．設問は以下の通り． 

 

・属性(性別，年齢，同行者の有無，住所，居住歴) 

・公園の使用法，使用目的 

・使用頻度の高い周辺施設 

・警固公園に対する好みの程度 

・警固公園に対する治安のイメージ 

・天神地区に対する治安のイメージ 

 

図 1.12 インタビュー用紙 



 25 

・天神地区に対する印象 

・警固公園の回収による，身近に起こった変化 

・警固公園に対する要望 

・警固公園のデザインの中で，良いと思うデザイン 

 

【2015 年 11 月 28 日】 

・利用者への半構造化インタビュー4 件 

警固公園及びその周辺に滞在していた，10 代から 70 代までの幅広い年齢層の方々にインタビュ

ー調査を行った．形式は半構造化とし，警固公園がその人にとってどのような存在か，警固公園の

改修前後で何か変化が存在したかを明らかにすることを目的に調査した． 

 

 ＜利用者の行動調査＞ 

以下の日程で，警固公園利用者の行動（移動経路や園内での行動）の調査を行った． 

 

【2015 年 6 月 21 日】 

・利用者の行動調査 

警固公園内にいた人の属性（男女，年齢）と行動（話す，休む，喫煙，遊具で遊ぶ，食事など）

を観察し，地図上にプロットしていくという調査を行った．計 4 回，1 回あたり 30 分の時間をか

けて滞留している人の「場所」「性別」「年齢」「行動」「グループの形態」と日蔭の位置を記録した．

具体的に記録を行ったのは 14:45〜・16:20〜・17:15〜・18:55〜の時間帯である．また，残りの時

間を使って定点観測を行った． 

・利用者の移動経路調査 

警固公園に入ってくる人を追跡し，警固公園をどのように通過し，出てからどこへ向かうかを地

図の上にトレーシングペーパーを重ねてなぞった． 

 

【2015 年 11 月 28-29 日】 

・利用者の行動調査 

警固公園内に存在していた人の属性（男女，年齢）と行動（座る，喫煙する，遊ぶ，立つ，歩く）

を観察し，その場所を地図上にプロットしていくという調査を行った．調査は一時間毎に行い，計

16 回，一回当たり 10 分程度の時間をかけて記録した． 

 

 ＜その他，文献等に基づく調査＞ 

その他に，警固公園の図面に基づいた景観特性調査，Yahoo のリアルタイム感情分析機能を用いた

Twitter 分析調査，ならびに過去の住宅地図を用いた文献調査等を行っている。 
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第２章 メデジン市ベレン公園図書館 

 

１． 事業による住民の行動変容 

 

（１）インタビュー調査における言説から推定される行動変容 

ベレン公園図書館によってもたらされた直接的な行動変容として多くの回答者が挙げたのは，外出し

てベレン公園図書館にやってくるようになった，ということである．その理由として，（a）ベレン公園

図書館周辺の安全性，（b）ベレン公園図書館が提供するサービス（図書館・講堂・インターネット・

CEDEZO 等）が挙げられている． 

たとえば，Rodrigo Perez（男性，71 歳）と Ema Perez（女性，69 歳）の兄妹は，「この公園図書館

の建設に伴って安全になった．ここができたことが変わり目」，「この図書館ができるまでは，みんない

つも家の中にいた．この図書館ができてから外で休んだり読書をしたり，人生を楽しめるようになった」

と述べている．Leocadio Pena Alvarez（男性，72 歳）も，「この地区は 15～20 年前と比べて安全にな

った．この公園図書館は音楽や文化が平穏さとともにあり，外に出ようという気持ちにさせてくれる」

と述べて，安全性認知が高まったことによって，外出しベレン公園図書館を訪れるという行動変容を示

唆している． 

また，「家にインターネットがなく，この図書館にはインターネットを使うために毎日来ていた．水

の広場，水盤周りの回廊に座って iPad でインターネットをするのが好きだ」という Andres Gil（男性，

38 歳）や，「カルチャープログラムなどに参加するため，ほぼ毎日訪れている」という Joaquin（男性，

74 歳，姓不明），「CEDEZO（地区起業支援センター）での活動に参加するため」という Yackline（女

性，27 歳，姓不明）など，ベレン公園図書館が提供する各種サービスを目的として図書館を訪れるとい

う行動変容も強く推定された． 

これらに加えて，外出してベレン公園図書館を訪問するようになるという直接的な行動変容だけでな

く，多くの回答者が同時に（a）生活や人生の変化，（b）価値・規範・人生観などの根源的変化にも言

及した．たとえば Malino（男性，70 歳，姓不明）は，「図書館にある環境，特にインターネットのおか

げで私の見方，世界がすべて変わった．国外の遠く離れた娘と連絡が取れるようになって，彼女との関

係をよりよいものにしてくれた．この図書館が私たちの生活をつくってくれている」と述べて，ベレン

公園図書館が提供するサービス（インターネット）が彼の家族関係に変化を与え，それによって人生を

より楽しく感じられるようになったことを示唆している．Julian Meneses（男性，36 歳）は，「ベレン

公園図書館で様々な文化的活動ができたり，言語を学べるようになったりしたことは，私にとって大き

な影響を与えた．これは息子にも影響し，家族の交流が深まった」と述べて，ベレン公園図書館が提供

する教育サービスによって，自己効力感（self-efficacy）を獲得したことが示唆されている．さらにそ

の内面の変化が，家族関係，家族に対する態度にも変化を与えていることも推定される．これはまさに，

ファハルド市長が狙った，教育による社会変革の表出であろうと考えられる． 
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「今までと異なる新しい人生がはじまった．（中略）ここ（ベレン公園図書館）はサード・プレイス

だ」（Elenan Munoz，男性，54 歳），「この図書館はセカンド・ホームだ」（Catalina，女性，29 歳，

姓不明＋Doraluz，女性，37 歳，姓不明）といった，ベレン公園図書館を自らの居場所と感じ，愛着を

覚えていることを示す発言も多く得られた．しかも，彼らは自宅（ファースト・ホーム）や職場（セカ

ンド・プレイス）と並列して，ベレン公園図書館を新たな「生活の軸」だととらえていることがうかが

える．図書館を訪れるという行動の変化にとどまらず，新たなライフスタイルの発見・定着という，よ

り根源的な態度変容に到達しているといえる．それを示唆する発言として，たとえば Leocadio Pena 

Alvarez（男性，72 歳）の「ベレン公園図書館で，私はギターを教える教室を開くことができた．以前

はインフォーマルセクターに住んでいたが，音楽をやれる場所ができて日常が大きく変わった．（中略）

ここで私は生きる理由を発見した」という発言や，Malino（男性，70 歳，姓不明）の「ベレン公園図

書館をセカンド・ホームだと感じている．このあたりに独りで住んでいるし，家族は他の場所に住んで

いるので，ここに来ると人々や子供がいて家族のように感じる」という発言があった． 

このように図書館の機能に基づく行動の変化が，生活や人生に変化を与え，さらに根源的な態度変容

につながっていったことが推定される．そして，Lewis Aglero（男性，78 歳）の発言（「以前はできな

かったことができるようになって，生活が変わった．（中略）この街をとても誇りに思う」）に見られる

ように，社会の変化に対する認知と根源的な態度変容によって，コミュニティへの誇り・愛着も獲得さ

れたと考えられる．ベレン公園図書館内，Sala “Mi Barrio”（「私の地区」室）アシスタント Maria Isabel 

Florez Lopez によれば，Sala “Mi Barrio”は過去の記憶・記録を収集・所蔵して，未来を考える礎とす

ることを目的とした部屋だが，地区における過去の記憶・記録を収集・編纂するのは住民自身である．

彼らがこうした事業に積極的に協力しようとするのも，高まったコミュニティへの誇りに基づく行動で

あると推察される． 

 

（２）図書館ユーザーの行動から推定される行動変容 

多くのユーザー・関係者が，公園図書館を「punto de encuentro（point of encounter，出会いの場）」

と定義している．インタビューでの発言や行動観察から積極的な交流・コミュニケーションは多くない

と推定されるが，先述の Malino（男性，70 歳，姓不明）による「ここに来ると人々や子供がいて家族

のように感じる」という発言の通り，緩やかなつながりが新たなコミュニティ意識，自己効力感等の態

度変容を生んでいると見られる．このような「出会いの場」としての公園図書館の特徴について，Capille 

and Psarra（2015）は景観デザインとユーザーの行動の関連性という観点で研究を実施している． 

Capille and Psarra は，メデジン市内のサン・ハビエル公園図書館，フェルナンド・ボテロ公園図書

館，ベレン公園図書館の 3 つの公園図書館を対象として，図書館のサービスではなく，景観デザインが

人々の行動と社会ネットワークにどのような影響を与えているかを明らかにしようとした．現地での観

察調査は snapshot と呼ばれる特定時刻の分布・行動調査と，trace と呼ばれる特定ユーザーの行動追跡

調査を組み合わせたものである（図 2.1，図 2.2）．得られたデータを，社会ネットワーク理論とスペー

スシンタックス理論に基づいて分析を行った．結果は順に図 2.3，図 2.4 に示す． 
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図 2.1 ベレン公園図書館におけるユーザーの行動調査結果 

（a が snapshot，b が trace，c が両方の組み合わせ）（Capille and Psarra 2015, p.8） 
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図 2.2 ベレン公園図書館におけるユーザーの行動調査結果（拡大） 

（Capille and Psarra 2015, p.9） 
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図 2.3 空間と行動の相互作用ネットワーク分析の結果（Capille and Psarra 2015, p.15） 

（a がサン・ハビエル公園図書館，b がフェルナンド・ボテロ公園図書館，c がベレン公園図書館） 
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図 2.4 インテグレーション値2分析の結果（Capille and Psarra 2015, p.16） 

（a がサン・ハビエル公園図書館，b がフェルナンド・ボテロ公園図書館，c がベレン公園図書館） 

 

分析の結果，3 つの公園図書館は同じ機能・サービスを提供しているはずであるのに，全く異なる社

会ネットワークを生んでいることがわかった．サン・ハビエル公園図書館やフェルナンド・ボテロ公園

図書館では，予想しない活動の交わり・交流が排除され，内向きのグループ形成が促進されるように，

景観デザインが機能している一方で，ベレン公園図書館では，インフォーマルな（デザインによって規

定・計画されない）相互作用によって自己組織的に社会集団が形成され，公園図書館が提供するプログ

                                                   
2 インテグレーション値が高い場合，他の空間からのアクセスが容易で，対象エリアの中心的場所であ

る一方，値が低い場合，他の空間からのアクセスが容易ではない分離された空間であることを示す（猪

八重ら 2008）．図 2.4 では，赤色の空間が中心的場所，青色の空間が分離された空間であると解釈でき

る． 
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ラムの限界を超えてコミュニティ意識の醸成に寄与していると推定される．具体的には，サン・ハビエ

ル公園図書館では，入り口近くの図書館スタッフが図書館内の移動を（暗黙的に）コントロールし，館

内の中心的場所もスタッフによって占められており，スタッフによる構造的管理の下，ユーザーのコミ

ュニティ（意識）形成は抑制されていると解釈される．フェルナンド・ボテロ公園図書館では，通路や

階段がコミュニティを分断しており，ユーザーの行動も特定の順序・循環が見られ，空間設計によって

強く行動が規定されている．一方で，ベレン公園図書館では，図 2.4 の c に見られるように水の広場・

回廊（図書館側）が中心的場所となっており，周囲の建物で行われる様々な活動・プログラムが，この

通路でインフォーマルに連結されていると推定される．図書館スタッフによる社会ネットワークへの関

与も限定的で，ユーザーの（構造化されていない）回遊行動，隣接道路への接続，スタッフによる「監

視」がないことが，ユーザーのインフォーマルな相互作用から生じるコミュニティがネットワークとな

るという自己組織的社会の形成に寄与している． 

以上の Capille and Psarra（2015）による分析は，公園図書館の中でも，ベレン公園図書館がその景

観デザインによって例外的に「出会いの場」となり，緩やかなつながりに基づく新たなコミュニティ意

識醸成という成果を生んでいることを示唆するものである． 

 

２． メデジン市ならびにベレン地区の社会変化 

 

（１）メデジン市の都市政策と社会変化 

ファハルド市長によって実施された様々な都市政策は，治安対策から教育，交通，住環境整備など多

岐にわたり，それ自体がメデジン市を大きく変容させるものであった．特に影響が大きかったと指摘さ

れるのが交通政策である． 

図 2.5 はメデジン市の現代的都市交通システムの路線を示している．谷間を中心に，都市の骨格をと

なるメトロ（高架鉄道）路線があり，そのフィーダーの役割を担うメトロ・カブレ（ロープウェイ）が

斜面に向けて 3 路線整備されている．また，高架鉄道を補完する役割として谷間を中心にメトロ・プル

ス（BRT）も整備された．谷間の地区では高架鉄道の末端手段として自転車シェアリングも運用開始し

ている．斜面の地区では公共交通への末端交通手段としてエスカレータも導入された．さらに谷間と斜

面を結ぶトランビーア（LRT）とその末端交通手段としてのロープウェイ，そして，高架鉄道の環状機

能を補完するための LRT 路線も建設中である．これらはすべて都市交通局 METRO が管理し，統合し

たシステムで運営している（中道・中村 20143）． 

                                                   
3 以下の記述は，中道・中村（2014）を参考にしている． 
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図 2.5 メデジン市公共交通機関全体図 

（https://www.metrodemedellin.gov.co/Portals/4/Images/Viajeconnosotros/mapa-esquematico_grande-2.PDF） 
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(a)メトロ（高架鉄道） 

ファハルドが市長に就任する以前ではあるが，1995 年に開業し，メデジン市の現代的都市交通シス

テムの骨格をなしている．シーメンスの車両を用いて 3 両編成で運行している．運賃は均一で現在では

IC カードの利用者が多い．運行頻度はピーク時には 5 分間隔でオフピーク時には 10 分間隔と高い． 

(b)メトロ・カブレ（ロープウェイ） 

斜面の低所得者の交通手段で，高架鉄道（将来的には LRT とも接続する予定）の郊外駅からの末端

路線になる．2004 年に開業し，以前はすれ違うことも困難な斜面の道路を進む支線バスを乗り継ぐた

め時間を要していたが半分程度に短縮された． 

高架鉄道の乗降場所との距離が短く，乗り継ぎもスムーズで低所得者地域の教育充実点として公園図

書館整備とも連動している．2016 年に開業した LRT の末端交通手段として新たに 2 路線を計画し建設

に入っている． 

(c)メトロ・プルス (BRT) 

高架鉄道の輸送力を補完する目的として 2012 年に開業し，2 路線が整備されている．高架鉄道も BRT

も METRO が統合する支線バスが接続している．中央走行バス専用道路の島式ホームと路側バス停の双

方に対応できるよう，車両の左右に違う高さのドアが設置されている． 

(d)トランビーア(LRT) 

1 路線が 2016 年に開業，もう 1 路線を計画・建設中である．Ayacucho 路線は高架鉄道の A 路線と B

路線が接続する San Antonio 駅を終始点として谷間と斜面を結ぶ LRT であり，その末端交通手段とし

てのロープウェイも建設計画中である．また，高架鉄道の環状機能を補完するため A 路線の Caribe 駅

と Aguacatala 駅を結ぶ LRT の Avenida80 路線も計画建設中である． 

 

メデジン市では低所得者の生活に対する住環境の改善をしっかりと行った上で，質の高い公共空間や

公共建築の建設を行った．さらに，これまでアクセスの悪さ等によって，それらの場所へと行くことが

困難であった低所得者たちに対して，以前と比べて手軽に通うことのできるような都市交通計画を行っ

たことで，市全体の水準を底辺から底上げすることに成功したと考えられる．また，都市交通計画の成

功の要因としては，メトロを都市の立ち直りの早い段階で建設することができ，これを主軸として低所

得者地域へのアクセス交通としてのロープウェイや，補完路線としての BRT，LRT を建設できたこと

が大きかったのではないかと考えられる（同）． 

 

ファハルド市長をはじめとしたメデジン市政府によって実施されたこれらの都市政策と国家レベル

の治安政策，メデジン市の治安（特に殺人率）との関係を示したものが図 2.6 である．1993 年の麻薬王

パブロ・エスコバル殺害に続く 1995 年のメトロ開業，2002 年の Operacion Orion（第 13 区，サン・

ハビエルにおける共産主義民兵組織壊滅のための軍事行動）に続くメトロ・カブレ開業などのファハル

ド市長による各種都市政策と，治安政策によって殺人率が低下したタイミングで都市政策が実施されて

おり，これが改善した治安を維持する社会の実現につながっているのではないかと考えられる． 
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図 2.6 殺人率と都市政策の関係（Nagarrete Heredia, Angel Bernal and Donovan 2014, p.74） 

 

これらのデータからは，メデジンの社会変化，特に治安の改善は，公園図書館のようなローカルの施

策ではなく，国家ないし市レベルの治安・交通政策等によって実現されたことが推定されうる．また，

政策が適切な実施順序・タイミングで（おそらくは特に地方政治家・行政の判断で）実施されたことも，

社会変化を拡大・維持することに寄与したとみられる． 

ベレン公園図書館近くの学校 Institucion Educative Yermo Y Parres（1-12th grade，日本の小学校

～高校の一貫校）におけるインタビュー調査では，同校が 2015 年にはメデジン市内ランキングで 3 位
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となり，大学進学率も 1%から 80%前後まで上昇したという言説が得られた．しかし，同時にその原因

は必ずしも近隣のベレン公園図書館ではなく，ファハルド市長時代の教育政策，特に大学進学に対する

奨学金であろうという言及があった．教育においても，上述の治安・交通政策同様，市レベルの政策が

社会変化の要因となっていることが示唆された． 

 

（２）ベレン地区の社会変化とベレン公園図書館の影響 

ベレン地区においても，同地区に 40 年以上住むという Gabriel Jaime によると，麻薬王パブロ・エ

スコバルを頂点に置くマフィアネットワークの影響を受けていた頃には，末端組織による薬物の売買や

犯罪が行われ，治安が非常に悪かったという．現在ベレン公園図書館が立地する地点の東側地区には

「Invisible Frontier」（見えざる境界線）が存在し，それを越えてマフィアの支配する領域に侵入する

ことはきわめて危険であった．しかし，現在では「Invisible Frontier」は消失し，以前に比べると飛躍

的に治安が向上したと Jamie はいう．ベレン地区（第 16 区）警察署長 Nikolai Virviescas Jimenez は

インタビューの中で，（データを見ながら）「ベレン公園図書館を含む周辺の 4 つの Barrio（小地区）で，

2011 年の 1 件以降殺人は起こっていない」と述べており，市全体で見られた治安の向上は同地区にお

いても観察された． 

しかし，先の図 2.6 でも示されるように，殺人率の改善はベレン公園図書館建設より前に進んでいた

ことから，ベレン地区における治安改善とベレン公園図書館事業との間に因果関係があるとは考えにく

い．この点について近隣の Institucion Educative Yermo Y Parres 校長 Guillermo Lopez Ramirez は，

「犯罪が減っても（警察施設の存在もあって）「恐れ」が残っていたが，ベレン公園図書館の開かれた

デザインは安心を確信させるものだった」と述べて，ベレン公園図書館の影響は治安そのものではなく，

安心感（恐れの低減）にこそ存在したと示唆している．ベレン公園図書館は，元々国家秘密警察 F2 の

施設が立地していた場所に建設されており，この F2 の施設こそが恐れの象徴・原因であった．近隣に

15 年前後居住する商店主 Charles Arles Jordan Ortiz は，F2 の存在がベレン地区の治安維持に一定の

役割を果たしていたことを認めつつも，ベレン公園図書館の建設によって地区のイメージが向上したこ

とにも言及した． 

教育分野でも，先述の通りベレン公園図書館に直接的影響はないと考えられるものの，学生たちが図

書館の空間・設備を利用して勉強している姿などを見て変化を実感する，と前出の Lopez Ramirez 校

長が述べている．同じく，商店主 Jordan Ortiz も「ベレン地区の変化は様々な要因があるだろうが，

ベレン公園図書館の周りにそれらが集中し，掛け合わさっている．ベレン公園図書館は「目に見える」

んだ」と述べて，社会変化は必ずしもベレン公園図書館によってもたらされたものではないが，実体を

持つベレン公園図書館を介して変化を認識しているという心理メカニズムを示唆した．つまり，ベレン

地区における様々な社会変化（商店の増加，地価の上昇など）は，交通網の整備，奨学金制度等の教育

政策，治安政策などによってもたらされたが，新設されたベレン公園図書館ならびにその周辺における

変化を観察して，多くの住民はベレン公園図書館が変化のトリガー，シンボルであると認識していると

いうことが判明した． 
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さらに，先述のユーザーインタビューからも示唆されたように，地区の住民により根源的な変化が生

じていることもうかがえる．たとえば，前出の近隣学校の職員 Fabiola Lizarazo は，「ベレン公園図書

館に行ってみると，多くの人が行き交っていることに気づいた住民たちが，今度は見られて恥ずかしく

ないように自宅の外観を直すようになったんです」と述べて，住民は社会との緩やかなつながりを感じ

て，自ら変化を起こそうとするようになっていると指摘した．また，前出の Virvescas Jimenez 署長に

よる「私たちがこの景観，punto de encuentro（point of encounter，出会いの場）を守らなければなら

ないのです」という発言や，Lopez Ramirez 校長の「この図書館は punto de encuentro．だからコミュ

ニティへの帰属意識と誇りを感じられるんです」という発言から，ベレン公園図書館を中心としたコミ

ュニティへの誇りが生じていることも読み取れる．Lizarazo が例示した行動は，まさにファハルド市長

が目指した「改革の精神」の発言とも解釈でき，ベレン公園図書館は変化のシンボルとしての存在も超

越して，新たなコミュニティ意識，「改革の精神」の根源と位置づけることもできる． 

 

３． ベレン地区における社会変革のメカニズム 

 

複数の，また異なる視点・方法による調査に基づき，ベレン地区における社会変革のメカニズムを推

定すると図 2.7 のように構造化される． 

 

図 2.7 ベレン地区における社会変革のメカニズム 
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 まず，メデジン市やベレン地区において，教育環境の向上や治安の改善，経済活動の活性化といった

社会環境の変化が実現した．これらは，ファハルド市長らによる市の教育政策や交通政策，メデジン市

警の政策改善，パブロ・エスコバル殺害などの国家的治安政策などの公共政策によって実現されたと推

定される．社会環境の変化は，公園図書館事業以前から始まっており，少なくとも初期の変化について

はベレン公園図書館が貢献したとはいえない． 

 しかし，2008 年にベレン公園図書館が開業すると，図書館で学生グループが勉強する，市民が音楽・

美術等のカルチャークラスに参加する，ベンチ・水の広場などでゆったり滞在するといった，公園図書

館の機能・サービスを活用した行動が見られるようになった．これが，それまで必ずしも目に見える形

になっていなかった社会環境の変化を，周辺住民に実感させるきっかけとなった．たとえば，図書館で

勉強する学生やカルチャークラスに参加する市民は，教育環境の向上の現れであり，人々の広場や緑の

広場にあるベンチや，水の広場の回廊といったオープンスペースでゆったりと滞在する人々は，治安の

改善の現れと考えられた．さらに，社会環境の変化，特に交通網の整備によってベレン公園図書館周辺

の不動産価値が高まり，新しいマンションや商業施設が建設されたことは，経済活動の活性化の現れで

あったが，ベレン公園図書館による成果ではないものの，それと結びつけて認識されていることが多い．

このように，ベレン公園図書館は実際の因果関係に関わりなく，社会環境の変化のシンボルとして機能

し，住民が変化を実感することに寄与した． 

 最後に，社会環境の変化を実感した住民たちは，前向きになり，社会との緩やかなつながりを感じな

がら，自ら変化を起こそうとする根源的な態度変容を起こすに至った．先述のように図書館周辺の環境

変化に合わせて，自宅等の外観補修・改善と行おうとしたり，CEDEZO の支援を受けながら起業しよ

うとしたり，新たな音楽教室の開設や Sala "Mi Barrio"へ収蔵する地区の歴史・記憶資料作成などの自

律的活動を行ったりしており，これはファハルド市長の言葉を借りれば「改革の精神」の発露ととらえ

ることができる． 

このような社会環境の変化と住民の態度変容は，社会イノベーションであると考えられるが，ベレン

地区における社会イノベーションは，現実の社会環境変化を生み出す都市政策と，都市政策によって生

じた変化を実感させるベレン公園図書館が，同じビジョン（「改革」「希望の街」など）を共有して，順

序立てて進められたことによって実現したといえる． 

 

４． まとめ 

 

ベレン地区では，確かにファハルド市長がいう「改革の精神」や「暴力から脱却し，チャンスをつか

む」「希望の街」といった，都市に対する根源的価値・規範の変化が見られた．これは社会イノベーシ

ョンであるといえる．その背景には，ベレン公園図書館の存在があった．ベレン公園図書館そのものは

必ずしも具体的な社会変化を起こしたわけではないが，現実の社会的変化を生む都市政策の上に，その

変化を実感させ，市民に確信を与える景観があることで，社会変革が促進されたと考えられる．個人の

行動変容は景観デザインによって起こっていることもあるが，単に「音楽教室に通う」，「図書館で勉強
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する」といった，施設の機能に基づく行動のみならず，「希望をもって新たな事業を興そうとする」，「よ

りよい街にするために努力しようとする」といった価値観の変化につなげるためには，都市レベルの政

策との相互作用，体験の繰り返しによる自覚が有効と推定される． 

また，このような景観デザインによる社会イノベーションの促進効果，あるいはレバレッジ効果が発

揮されるためには，都市レベルの政策と景観デザインとが変革の根底にある価値・規範・哲学を共有し

ていることが必要であろうとも考えられる．ベレン公園図書館を設計した内藤（2013）は，景観デザイ

ンにおける「技術・場所・時間の翻訳」というプロセス（あるいは思考の枠組み）を提案しているが，

彼はベレン公園図書館を設計するときにも，ファハルド市長の社会ビジョンや地元住民の期待・希望を

読み取って，（必ずしも自覚的でなくても）技術・場所・時間の翻訳を行っている．内藤（2009，p.17）

は，「建物が建ち上がるということが，人々が希望をもつことと同じ意味をもった時代，そんな時代が

我々の国にもあったはずだ．1950 年代の戦災復興，一面焼け野原から立ち直ろうとするとき，建築は

人々の希望となった．広島の平和記念館や平和記念聖堂，横浜の県立音楽堂，それ以外にもたくさんあ

る．あの時代，政治も人々の願いも，そして建築家の志も，歩調を一つにしていたはずだ．今のコロン

ビアの取り組みは，それに似ている．必要なもの，求められているものをつくる．その中に精神の発露

がある」と述べている．前出の Capille and Psarra（2015）による研究成果が示すように，ベレン公園

図書館が例外的に「出会いの場（punto de encuentro）」というビジョンの通りに機能することになっ

たのも，内藤による翻訳に基づいたデザイン，あるいはその根底にある精神の設計があってこそと推定

される．  
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第３章 福岡市警固公園 

 

１． 対象地の立地特性 

 

（１）対象地の位置 

警固公園が位置しているのは福岡県福岡市中央区の天神地区である．西鉄福岡(天神)駅や福岡市営地

下鉄空港線の天神駅，福岡市営地下鉄七隈線の天神南駅に隣接しており，天神バスターミナルにも近く，

福岡市の交通の一つの結節点となっている．また周辺には三越や大丸，天神コア，ソラリアプラザとい

った商業施設が集積している．警固公園の地下には駐輪場や駐車場があり，天神地区において市民が集

まりやすい場所に警固公園は存在しているといえる． 

 

図 3.1  天神地区概要 

 

 

図 3.2  福岡市における天神の位置  
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（２）福岡市都心部の歴史 

福岡市都心部には「天神」と「博多」という二大商業地が存在する．これらの関係性に注目すると福

岡市都心部の歴史区分は大きく 5 つに分けられる． 

1 つ目は江戸時代～明治前期である．この時代，中世以来の交易都市・博多と黒田家お連れ衆の武士

や町人が移り住んだ新興都市・福岡(天神)は分断されていた．両都市の間を流れる那珂川には 10m 程度

の石垣が築かれ，間を通す橋には門が設置されていた．このように両都市間の移動は制限されていた． 

2 つ目は明治後期～昭和前期である．明治維新後，両都市間での交流をはかる為に前述の門を除去し，

両都市間に市電が走った．特に福岡部では福岡県庁や市役所といった公共施設や業務施設が集積し，更

には鉄道の開通や商業施設が立地した為「天神」が生まれた．また同時期に，那珂川の中州に繁華街「中

州」が生まれた． 

3 つ目は昭和初期～昭和 30 年代である．「天神」と「博多部」は福岡の二大中心部として着実に発展

をした．と同時に，旧博多駅前も発展を始めていた．しかし，第二次世界大戦によりこれらの町は大き

な被害を受けた． 

4 つ目は昭和 30 年代～昭和 60 年代である．博多駅は現在の位置に移動し，戦後復興から高度経済成

長の勢いのまま，「天神」と「博多駅前」は成長を続けた．一方，昔ながらの「博多部」は相対的に勢

力が衰える形となった．また「天神」の市街地が拡大することで新たに渡辺通り一丁目付近の開発が進

んだ．その結果，福岡市都市部の広がりが，線状から平面上へとなった． 

5 つ目は昭和 60 年代～現代である．「天神」と「博多駅」との間にキャナルシティという複合型商業

施設が完成したことにより両者を直接つなぐ動線がはっきりと浮かび上がってくることとなった．また，

天神ではパルコといった新しい商業施設が作られ，博多駅は再開発が行われ，両都市が発展した結果，

現在では見かけ上両都市が連続して存在するようになっている．  

 

  

 

図 3.3 近世の福岡市都心部 

(出典：福岡市住宅都市局都市計画部都市計画課作成資料) 
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（３）天神地区の発展 

 戦後以降の天神地区の主な官庁施

設・商業施設の移り変わりをまとめた年

表および天神地区の住宅地図を色分け

したものを示す．  

 4 つの住宅地図を比較すると，まず，

全体的に土地割が広くなっているとい

うことに気づく．これは，天神中心部近

くにあった戸建住宅が開発によってビ

ル化していったことを表している． 

 次に，緑色の部分と赤色の部分を 4

つの住宅地で比較する．最大の変化は福

岡県庁跡に天神中央公園ができたとい

うことである．その一方，黄色の部分は

面積が減少している．この大きな要因は，

都心一等地に存在した県庁，電電公社の

ビル，NHK 放送局がそれぞれ商業，レ

ジャー施設(赤色部分)に変わったこと

である． 

 赤色の部分を比較する．4 つの地図で

段々とその面積が広くなり，かつ天神地

区南部方向にその部分が増えていって

いることがわかる．天神地区北部は先述

したように「福岡」の部分であり，近世

より栄えた中心地であったが，天神の開

発は特に 70 年代以降急速に進んでいき，

大丸，三越といった大型デパートのオープン，天神地下街の開通・南延等，天神地区の商業施設群がそ

の密度を高めるとともに，南へと広がりをもつようになった．加えて，天神北部の一大施設であったシ

ョッパーズ福岡の不振等により，天神北部の商業施設が相対的に弱くなることとなった．  

表 3.1 福岡市商業施設年表 

 

1946年 新天町商店街設立

1951年 警固公園、開園

1955年 福岡スポーツセンター、オープン

1961年 西鉄福岡(天神)駅、高架化

1975年 大丸、オープン

1976年 天神コア、天神ビブレ、オープン

天神地下街、オープン

1979年 市電、全線廃止

1981年 福岡県庁、東区に移転

福岡市営地下鉄空港線開業。その後、順次延伸

ショッパーズ福岡、オープン
1982年 福岡市営地下鉄箱崎線開業。その後、順次延伸
1983年 西鉄福岡(天神)駅、改良工事完了
1987年 福岡スポーツセンター、解体
1988年 警固公園、第一回改修

福岡市役所、建て替え
1989年 天神中央公園完成

ソラリアプラザ、オープン
ジークス天神、オープン

1992年 西鉄福岡(天神)駅、ターミナルビル化工事開始
1994年 アクロス福岡完成
1996年 岩田屋Zサイド、オープン
1997年 大丸岡・天神店東館エルガーラ開業

三越開業
1999年 西鉄福岡(天神)駅、ターミナルビル化工事完了

ソラリアステージ、オープン
2004年 岩田屋本店、現在の場所に移転
2005年 天神地下街、南側に延長

福岡市営地下鉄七隈線開業
2007年 ジークス天神跡にロフト天神店オープン
2010年 福岡パルコ本館、オープン
2011年 天神コア、改装

ショッパーズ福岡、リニューアル
2012年 警固公園、第二回改修
2013年 ソラリアプラザ、リニューアル
2014年 福岡パルコ新館、オープン
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※下図  

図 3.4 天神付近の住宅図(1973 年) 

 

図 3.5 天神付近の住宅図(1985 年) 

【凡例】 

■…商業施設，飲食店 

■…官庁施設 

■…公園 
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図 3.6 天神付近の住宅図(1997 年) 

 

図 3.7 天神付近の住宅図(2015 年) 

 

【凡例】 

■…商業施設，飲食店 

■…官庁施設 

■…公園 
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（４）警固公園の歴史 

警固公園は 1951 年に開園し，天神地区の貴重なオープンスペースとして機能していた．1988 年に，

周辺地区の複合商業施設等の再開発に合わせ第一回目の再整備が行われ，新しく見晴台のある築山や親

水空間（ウォーターデッキ）などが整備された．しかし 20 年の歳月が流れ，この築山やウォーターデ

ッキ，見通しの悪い公園内の細い道は死角を形成し，性犯罪等の犯罪行為の温床となってしまった．そ

して警固神社付近や公園の周囲の細い道においてもハント族が出没するようになった．また，公園内は

スケートボードやピストバイクをする少年が集まる場所として有名になり，舗装材の損傷や，深夜の騒

音が問題にもなっていた．以上のようなことから，警固公園の治安の悪さは周辺住民の周知するところ

となっていった．当時，園内には防犯ボランティアや地元町内会等の有志がテントを設置し，見回り等

の拠点としていた．冬季はテント内にストーブが設置され，家庭に問題を抱えるなどして家に居場所の

ない少年少女が集まる場所であったという．このように，再整備直前の警固公園は，犯罪の温床となっ

てしまった側面と，非行に走ろうとする少年少女を地域コミュニティによって守り助けだそうとする拠

点となっていた側面という，異なる二面性があったものと考えられる． 

さまざまな防犯・治安上の問題解決のために，福岡市によって第二回目の再整備がはじまった．2010

年に「警固公園対策会議」が設置され，再整備が始まる 2012 年 1 月までに 13 回開催された．会議は

福岡県警察生活安全部，福岡市みどりのまち推進部，中央区役所地域整備部，天神・大名地区住民，防

犯ボランティア（ガーディアンエンジェルス福岡支部）代表，福岡大学景観まちづくり研究室他によっ

て構成され，警固公園の現状実態調査の報告が行われ，再整備の方針について協議し合意形成が図られ

た． 

再整備はいくつかのポイントに基づいて行われた．まず，周辺の商業施設や駅との交流を活発化し連

続性を確保するべく，公園内にいくつか新たな動線が作られ，園路・広場の拡幅，築山等視界を遮るも

のを撤去することで，見通しが良く開放的な空間が形成された．スケートボードやバイクが再び横行し

ないように，公園のベンチは形状を工夫し芝生の中に配置された．周辺のハント族の温床となっていた

公園西側の道路は拡幅された．そして，トイレを人通りの多い場所に移設した．また，再整備から約一

年後の 2013 年 12 月に，さらなる防犯効果の向上を目指して天神警部交番と警固公園安全安心センター

（防犯ボランティアが常駐できる建物）を設置した．整備後の警固公園には，整備前とくらべてより多

様で多くの人々が訪れるようになり，またスケートボードを行う少年らやハント族が出没しなくなるこ

とで特に夜間の治安が改善されたといわれている． 

 

 

（５）警固公園の立地特性 

警固公園に多くの人が集まる背景として，この場所が天神地区の商業エリア中心部に位置し，また交

通結節点に隣接している点が挙げられる．つまり警固公園は，「そもそも人が多い場所にある」のであ

る．周辺市街地の歴史的な変遷を調査したところ，これはそのように意図して計画的に立地を定めたも

のではなく，1951 年に開園した後に，商業エリアの密度向上と南下によって達成されたことがわかっ
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た．つまり，警固公園を取り囲む周辺環境が変化したことで，警固公園自体の立地特性が変化したとい

う状況が確認された． 

また，関係者へのヒアリングから「再整備前は，警固公園は商業エリアの端にあったイメージ」であ

ることが確認され，それゆえに非行少年少女のたまり場のような場所性を帯びてしまっていた可能性が

指摘された．無論，築山などの物理的な環境が商業エリアとの断絶感を増していたこともあろうが，商

業エリアと公園の位置的な関係性が変化したことをよく物語る証言であると言える． 

このような状況を鑑みると，警固公園再整備によって多くの人が集まるようになった理由のひとつと

して，周辺商業エリアの密度増と南下によって相対的に警固公園が「商業エリアの中心に位置し，かつ

交通結節点に隣接する」立地特性を有することになったことが挙げられる． 

ここで「理由のひとつ」としたのは，このような立地特性はあくまでもポテンシャルであって，公園

内の居心地のよさがなければ多くの利用者が滞在する場にならないためである．次節より，利用者が園

内に滞在する理由について調査分析を試みる． 
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２． 利用者の行動 

 

（１）現地調査の結果 

＜第一回現地調査：行動調査＞ 

行動調査では，調査期間である 14:45〜19:30 を 8 つの時間に区切り，行動を７つ（話す・休む，特

に何もしない・スマートフォンを操作する・喫煙する・遊具などで遊ぶ，食事する・その他）に分け集

計した．集計結果を以下に表として示す．また，第二回調査結果と併せて（２）にて考察する． 

 

表 3.2 行動調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8 行動プロット図(14:45) 

【凡例】 

●：特に何もしない 

●：同伴者と話す 

●：食事をする 

●：スマートフォン等を操作する 

●：喫煙する 

●：遊具等で遊ぶ 
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図 3.9 行動プロット図(16:20) 

 

 

 

 

 

図 3.10 行動プロット図(17:15) 

【凡例】 

●：特に何もしない 

●：同伴者と話す 

●：食事をする 

●：スマートフォン等を操作する 

●：喫煙する 

●：遊具等で遊ぶ 
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図 3.11 行動プロット図(18:55) 

 

 

＜第一回現地調査：移動経路調査＞ 

園内にいる利用者について，その後の移動経路を記録した．次ページに示す図の赤線は，公園の各出

口から園外に出た利用者が，どこにどのように移動したかを記録したものであり 66 人分の記録を重ね

合わせている．青線は，園内に座っていた利用者が立ち上がったところから記録を開始したものであり，

24 人分の記録を重ね合わせている．なお，調査対象範囲を一点鎖線で示している． 

記録より，警固公園の北側・西側の商業施設へと移動する人が多数であることが読み取れ，買い物な

どの中継に利用されていることが示唆される．一方で，調査対象範囲外へと長距離を移動する利用者も

少なくはなく，買い物のついでではなく，警固公園の来園自体が目的化している可能性も考えられる結

果となった．いずれにせよ，利用者を追跡することで移動経路を把握するこの調査方法では，警固公園

に来る前の経路を調べることは困難であり，利用者行動の部分的側面しか把握できないという方法とし

ての限界がある． 

 

◆備考◆ 本調査時間には次の 2 つのイベントが行われていた．ひとつは路上ライブであり，公園の

北東側(西鉄天神駅の付近)で行われており，若者を中心に多くの観客が公園内に存在した．もうひとつ

はデモであり，17:00 頃から準備が始まり，18 時すぎまで中央の広場でデモ活動が行われていた． 

 

【凡例】 

●：特に何もしない 

●：同伴者と話す 

●：食事をする 

●：スマートフォン等を操作する 

●：喫煙する 

●：遊具等で遊ぶ 
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図 3.12 移動経路調査結果 
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＜第二回現地調査結果：行動調査＞ 

第二回の行動調査では，特に夜間の行動を把握することを目指し，29 時までの調査を行った．利用者

の行動を 6 つ（話す・特に何もしない・スマートフォンを操作する・喫煙する・遊具などで遊ぶ，食事

する）に分けプロットした． また，第一回調査結果と併せて（２）にて考察する． 

 

 

図 3.13 行動プロット図(13-14 時) 

 

【凡例】 

●：特に何もしない 

●：同伴者と話す 

●：食事をする 

●：スマートフォン等を操作する 

●：喫煙する 

●：遊具等で遊ぶ 
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図 3.14 行動プロット図(14-15 時) 

 

図 3.15 行動プロット図(15-16 時) 
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図 3.16 行動プロット図(16-17 時) 

 

図 3.17 行動プロット図(17-18 時) 
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図 3.18 行動プロット図(18-19 時) 

 

図 3.19 行動プロット図(19-20 時) 
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図 3.20 行動プロット図(20-21 時) 

 

図 3.21 行動プロット図(21-22 時) 
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図 3.22 行動プロット図(22-23 時) 

 

図 3.23 行動プロット図(23-24 時) 
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図 3.24 行動プロット図(24-25 時) 

 

図 3.25 行動プロット図(25-26 時) 
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図 3.26 行動プロット図(26-27 時) 

 

図 3.27 行動プロット図(27-28 時) 
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図 3.28 行動プロット図(28-29 時) 

 

 

（２）園内の着座機能に関する考察 

行動調査によって，多くの人が同伴者とベンチや石段に座って会話をしているか，特に何をするわけ

でもなくベンチや石段に座っていることがわかった．ここでは，一見似たような役割を果たしている公

園内の中央の石段，北側にあるベンチ，南側にある縁石のデザインの違いが人々の行動に与える影響を

分析した． 

 

＜石段，ベンチ，石段外縁における行動傾向の分析＞ 

行動調査により，１人でいる人は歩行者動線(椅子や芝生などがない場所)の近くに滞留する傾向が強

いのに対し，3 人以上の集団は石段の内部のような周囲と距離をとれる場所に滞留する傾向が強いこと

がわかった．また，石段間は通り道でありながらその幅が狭いことにより，それをまたぐ形で同世代の

かたまりが形成されていることも観察された．１人行動では歩きながらすぐ腰を下ろせる場所に着座し，

大人数では内側の空間がより落ち着くのではないかと考えられる． 
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図 3.29 ３種の着座機能を持つオブジェクトの配置位置 

 

図 3.30 石段外縁 

 

図 3.31 ベンチ 
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図 3.32 石段 

 

＜年齢層と着座位置の関係＞ 

石段，ベンチ，石段外縁の全てにおいて満遍なく年齢層が分布しているようにみられたが，石段では，

近い年齢層の複数のグループが小規模に集まる傾向にあった．この違いが生じる理由として考えられる

のが，石段とベンチ・石段外縁の構造の違いである．石段は数人が座れる程度の長さのものがいくつも

並んでおり，また石と石の間が歩けることもあって，着座する場所の選択性は大きい．一方，後者のベ

ンチ・縁石には切れ目がなく，10 人以上が座れる長いつくりであるため，座る場所の選択性は相対的に

小さい．つまり，自由に座ることが出来る石段では，若い世代を中心としたグループが人数に応じた座

り方をしており， ベンチ・石段外縁では，グループは座りづらいため選択されず，結果として個人が

バラバラと座るために年齢層の幅が出ているものと考えられる． 

また，50 代以上の人は石段の内側部分と芝生にはあまり滞留しない傾向があったが，これ芝生に傾斜

があることや石段内部の凹凸があることなどが理由として考えられる． 

 

 

図 3.33 年齢層と着座位置の関係  
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（３）利用者の行動特性 

行動調査によって得られた，警固公園内の利用者の行動特性を整理すると次のようにまとめられる． 

 

① 多くの人が公園を出た後に商業施設に移動しており，買い物などの中継に利用されていること

が示唆される 

② ただし，調査対象範囲外へと長距離移動する利用者も少なくはなく，買い物のついでではなく，

警固公園の来園自体が目的化している可能性も考えられる 

③ 多くの人が同伴者とベンチや石段に座って会話をしているか，特に何をするわけでもなくベン

チや石段に座っている 

④ 一人で来園している利用者は歩行者動線の近くに座り，3人以上のグループは歩行者動線から距

離をとって座る傾向がある 

⑤ 園内にはベンチ・石段・石段外縁といった着座スペースがあるが，特に石段では若者層を中心

としたグループ利用が多くあり，それ以外では年齢層の偏りはあまりない 

 

実際に観察された利用者の園内行動としては，③に示されるようにおしゃべりやただ座っているとい

うものが多数であった．このような行動からは判別がつかないが，①②より，警固公園の利用者層とし

て「買い物等の都市活動のついでに利用している」人々と，「警固公園に来ること自体を目的としてい

る」人々という二つの層がいることが考えられる． また，来園者の年齢層は多様であり，一人で来園

する人もグループで来園する人も存在するが，④⑤から，さまざまな年齢層や来園人数に応じたニーズ

を満たす多様な居場所が存在し，利用者がそれをうまく選択しながら滞在しているのではないかと考え

られる． 

それでは，座っている利用者にとって，この警固公園の空間はどのように認知されるのであろうか．

この点について次節において考察を試みる． 
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３． 対象地の景観特性 

 

（１）代表点からのディスプレイ領域 

 本節では，利用者が警固公園内で知覚する風景または景観がどのようなものであるかを知ることを目

的とする．そのために，警固公園内の行動の中でも「憩う」という行為に注目し，公園内のベンチ又は

それに相当するもの(以下まとめて“ベンチ”と表記する)に座っている人から見た眺めについて，景観

学分野において整理された視知覚特性等の知見に基づいて考察していく． 

 

 人の視知覚特性には多くのものがあるが，今回は以下の 4 つの特性を利用して考察を進める． 

 

  ①椅子に座っているときの自然な視線方向は俯角 15°である 

  ②ディスプレイに最適な領域は俯角 0°から 30°の範囲である 

  ③人の視野はおおよそ頂角 60°の円錐の広がりとなる 

  ④視距離によって人間や樹木の見え方・認識のされ方が変化する 

    ※なお，今回は人間の見え方・認識の内，以下の表 3.3 の指標を利用する．これは，先に述べ

た目的において人が重要となるということと，公園のサイズに依拠している． 

 

表 3.3 視距離と見え方 

 

  

まず，警固公園内のベンチのある空間を，図 1 のように警固公園の分節や視線方向かつ 4 つの領域(図

の上から反時計回りにエリア 1(■),2(■),3(■),4(■))に分ける．そして各エリア内のベンチ上から 1 か所

ずつ選び(点 A,B,C,D)，そこからの眺めについて見ていく． 

 これら 4 つのベンチは，設置の仕方から，公園の内側へ向いて座ることが基本であると言える．また，

警固公園内のベンチは公園中心部のある点(点 O)を中心とした同心円を基調として形状のデザインや配

置がなされている．したがってここでは，自然な視線方向は円の法線方向と一致する，すなわち，視線

方向の直線は全て点 O を通るものとする． 

 

表情の識別限界 …  12m 

 顔の認識限界  …  24m 

活動の認知限界 … 135m 
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図 3.34 警固公園内のエリア分けと点 A,B,C,D の設定 

 

 上記①,②,③の条件から，点 A,B,C,D に人が座ったときにディスプレイに最適な領域を図示した．ま

たその内，各点から近い順に，各点からの距離が「俯角 30°の視距離～12m」，「12m～24m」，「24m

～135m 以内で俯角 0°で視界が遮られる地点または公園の外部との境界線」となる範囲で 3 色に色分

けした．またこの時，視線の先のベンチにも人が座っていると仮定して視界の遮られる点を規定した． 

 

  

  図 3.35 点 A から見たディスプレイ領域   図 3.36 点 B から見たディスプレイ領域 
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 図 3.37 点 C から見たディスプレイ領域    図 3.38 点 D から見たディスプレイ領域 

 

（２）囲繞感に関する考察 

 警固公園内の最も離れた 2 点間の距離はおよそ 163m である．そのため，警固公園内のある視点から

公園側を眺めたとき，公園内は全て近景域(一般に視点から 340～460m)にあたる．また，すり鉢状の高

さ分布になっているため，公園内に視線が収束しやすくなっている．さらに公園の外側を囲むように高

い建物が多く建っており，公園外へ出ていく視線も近景域内に収まる．視線が近景域内に収まることは

囲繞感を生み出す大きなポイントである．そのため，警固公園は視覚的な囲繞感を持つと言えるだろう． 

 

 

図 3.39 警固公園の周囲の建物高さ 
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図 3.40 園内の様子 

 

 一方で，視線が中心に向かうような設計であることと，その中心部に十分なスペースが取られている

ことで，周囲の高い建造物の高さとそこまでの視距離の D/H はおよそ 2.5~4.0 となっている．一般に

D/H によって受ける印象は次表のようにまとめられる．  

 

表 3.4 D/H の値とそれによって受ける印象の違い 

  

この指標を基にすると，警固公園の D/H は適度な囲繞感よりもかなり広々とした印象を与えるという

ことがわかる．したがって，空間的な開放感のある場であると言える．以上より，警固公園は「視覚的

な囲繞感はあるが，空間的には開放的である」ということが言える． 

次にベンチに座っている人は視覚として具体的に何を捉えているのかを見ていく．  

 

①中心部通路(を通る人)の大半が視界に入る 

②他のエリアのベンチ(に座っている人)が視界に入る 

 

ということが A~D の 4 点に共通して言えるだろう．ここで，全てのベンチが点 O へ視線の集まるよ

うな向きに設えられているため，①は他の全てのベンチに関しても一般的に言える．また，最も距離の

離れているベンチ同士の間の方向(エリア 1・2 の間，図で左斜め上方向)を向くベンチの中で，最も警固

公園内での視野が狭い＝最前列にあるベンチから1点(点P)を選び，そこからの視野を図示したところ，

下の図 3.49 の緑(■)で塗りつぶした範囲のようになった．この範囲内にエリア 1・2 両方のベンチが収

まっていることから，②も全てのベンチに対して一般的に言えることがわかる． 

 

 D/H≦0.5  ： 狭苦しい印象 

D/H＝1.0～1.5 ： 適度な囲われ感 

  D/H≧3.0  ： 囲われ感の限界 
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図 3.41 点 O への視線の集まりと点 P からの視野 

 

 以上から，警固公園はどこに座っても自然と人が目に入ってくるような構造になっていると言える．

警固公園のすり鉢状の形状や立地等がもたらした視覚的な囲繞感は，この自然に人が目に入るという特

性と相まって，人と同じ空間にいる・人に囲まれているという感覚を生み出しているのではないだろう

か．また，「開放的な場で人による囲繞を感じられる」ということが，警固公園を居心地良く感じる要

因の一つになっているのではないだろうか． 

 

（３）「ご対面」の回避 

先に，警固公園は人が自然に視界に入りやすいということを述べた．しかし，人が目に入るというこ

とは不快感にもつながりうる．例えば，電車で向かいに座っている人と目が合ってしまい気まずい思い

をした，街で見知らぬ人がこちらを見て笑っていて不快な思いをした，等の例が挙げられるように，他

人との距離によって不快・不安等の感情が生まれることはよく知られている．  

ベンチに座っている人同士の視距離について考えてみる．まず，公園の内側へ視線の集まるデザイン

から，同じエリア内で前後に座っている相手とは視線方向も同じになるはずであり，向き合うこともな

い．したがって，自分の視線の先でこちらに向き合っている相手は，点 O を挟んで自分と反対側にいる

ことになる．公園内のどのベンチに座っても視線内にこの相手が存在するということが，先に述べた②

が全てのベンチにおいて成り立つことから言える．また，警固公園のベンチは点 O を中心とした同心円

上に配置されており，その最小の直径は 28m である(図 3.50)．したがって，ベンチに座ったときに向き

合う相手との距離は 28m 以上となることがわかる．表情の認識限界が 12m，顔の認識限界が 24m であ

ることを考えると，警固公園内では座っている人同士では表情や顔の動きがあまり気にならない距離感

になっていると言える． 
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図 3.42 各エリアの最前列ベンチの同心円とその最小直径 

 

 園内には 1 人で座っている人も多い．スマートフォンを操作したり食事をしたりという動作も見受け

られたが，何もせずぼんやりと座っている人がより多い．またインタビューでも，警固公園を訪れた理

由として「ぼんやりとしたかったから」と回答している人が見られた．彼らがぼんやりとする場所とし

て警固公園を選んだ要因，または警固公園がぼんやりとしやすい場所として機能している要因について

考えてみたい． 

 まず，彼らは何に目を向けているのだろうか．先の②でも述べた通り，ベンチに座っている人の視線

は，警固公園の中心の円形の通路部分へ自然に集まる．そして動線調査図から，その円形通路では様々

な方向から来た人々が交錯し，通過しているということがわかる．視線の先に，視対象として人々の歩

く姿があることが，ぼんやりと落ち着いて 1 人で過ごせる要因になっているのではないだろうか．先の

視対象にもこれと同じようなことが当てはまりはしないだろうか．様々な方向から人が現れるという不

規則性と，その人がある程度予測可能な動きである方向へ向かうという規則性が共存することで，見て

いる側に安らぎや快適さのようなものを感じさせているのではないだろうか． 
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図 3.43 警固公園の動線および利用実態調査結果 

（福岡大学景観まちづくり研究室資料を元に一部筆者加工） 

 

 

（参考）SNSにおける利用者の言動 

補足的に利用者が警固公園についてどのような思いを持っているのかを知るために，SNS の調査を行

う．具体的には，Yahoo のリアルタイム感情分析機能を用いた Twitter 分析を行う．これは，Twitter

において特定のワードが含まれる一定期間内のつぶやきのうち，そのツイート内の感情を表す単語を読

み取りポジティブなつぶやきとネガティブなつぶやきがそれぞれ何％あるかを割り出すものである． 

「警固公園」という言葉を含む 2015 年 12 月から 2016 年 1 月にかけての１ヶ月間のつぶやきを抽出

した結果を次ページに示す．また同様に，国内で若者が多く集まる商業地に存在する公園など他の公共

空間のものと比較する． 

これを見ると，「警固公園」を含むつぶやきはポジティブな割合が 58％と最も高く，またネガティブ

な割合は 7％と代々木公園と並んで最も低い．つぶやき自体の数を見てもしばしば大規模なイベントが

開催される代々木公園に次いで多い．これより，警固公園は知名度の割につぶやきの数が多く，またそ

の感情はポジティブなものが多くネガティブなものは少ないことが分かった． 
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図 3.44 リアルタイム感情分析 

（上段左より宮下公園，ハチ公前広場，警固公園，下段左より三角公園，代々木公園，井の頭公園） 
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（５）警固公園における景観特性 

景観特性について調査分析した結果は次のようにまとめられる． 

 

① 人や緑，建物によって囲まれ，視覚的な囲繞感がある 

② 周囲の建物高さや視線の向きにより，空間的には開放的である 

③ 視線の向きが中心に集まりやすくなっており，対面するベンチの人の表情は見えない距離が保たれ

ている 

④ 視線の向きが中心に集まりやすくなっており，中心を通る歩行者をぼんやりと眺めることができる 

 

①②より，都市内のオープンスペースとしては珍しく開放感がありつつも親密さも感じさせる空間構

成となっていると言える．また，前節で観察された利用者の行動として，おしゃべりやただ座っている

というものが多数であったが，③④より，そのような気ままな滞留行動がしやすい視線・視距離が確保

されたベンチ配置となっていることがわかる．このように，警固公園における景観特性は，利用者が滞

留しやすい要件が揃っているものであると言える．なお，SNS における言動においては，他の市街地に

ある公園・広場と比してもポジティブに捉えられることが多いことも確認された． 

 

  



 72 

４． 利用者の行動変容メカニズム 

  

ここではインタビュー調査の結果を用いて利用者の行動変容のメカニズムについて考察する．なお，

結論として都市（天神地区）に対する根源的価値・規範の変化が見られるとは言えない状況であったた

め，あくまで利用者の行動変容に着目した考察を行う． 

 

（１）インタビュー調査結果に基づく考察：二種類の利用者 

夏期と冬期のインタビュー調査の結果に基づき考察を行った結果，警固公園の利用者は二つの層に分

類できるのではないかと考える．特定目的利用者と他者認知利用者である．以下に事例とともに整理す

る． 

なお，「インタビュー夏」とは第一回調査（6月）に基づくものであり，「インタビュー冬」とは第二

回調査（11月）に基づくものである．それぞれ回答者に番号を付し「インタビュー夏１」のように示す． 

 

＜特定目的利用者＞ 

特定目的利用者は，警固公園内の特定の機能を利用することを目的として来園する利用者である．イ

ンタビュイーの中では，夏調査における 26 組中 11 組み，冬調査における 6 組中 1 組が含まれる．具体

的には，子供と遊ぶ人，通り道とする人，タバコを吸う人，イルミネーションを見る人，待ち合わせを

する人の５種類が見られた．以下に事例を示す． 

 

・子供と遊ぶ人 

 インタビュー夏 1では，母親が買い物の途中であり，その時間に子供を遊ばせておく父親にイン

タビューを行った．この場合，警固公園には暇をしている子供を遊ばせるという目的を持って来訪

しており，特定目的利用者だと考えることができる．このような事例は，インタビュー夏１，８，

１０，２６などで見受けられる． 

 

・通り道とする人 

 インタビュー夏１３では，通り道として公園を利用する女性にインタビューを行った．この場合，

買い物から駅へ向かう「帰り道」という目的を持って公園を利用していた．これも，特定目的利用

者だと考えることができる．このような事例は，インタビュー夏９，１５でも見受けられる． 

 

・イルミネーションを見る人 

 インタビュー冬４では，イルミネーションを見に来た女子高校生二人にインタビューを行った．

この場合，公園のイルミネーションを見るという目的を持って来園していたため，特定目的利用者

であると言える． 
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＜他者認知利用者＞ 

 他者認知利用者は，警固公園内の機能を目的に来園しているのではなく，警固公園内に他の利用者が

多く存在することが来園動機に重要な影響を与えている人々を指す．他者認知利用者に含まれるインタ

ビュイーの中では，夏調査における 26組中 15組み，冬調査における 6組中 5組と，インタビュイーの

半分以上が含まれる．今回の調査では，友達と話しをする人，休憩を取る人，見知らぬ他人とコミュニ

ケーションを取る人，人間観察をする人，ぼんやりとする人，散歩の途中で立ち寄る人，ダンスを踊る

人，オフ会に参加する人など，多様な人々が見受けられた． 

 例えば，「誰かと会えるのではないか」「出会いがあるのではないか」というような「身体性を伴う他

者との交流」を明確な目的として来園している利用者もいれば，他者との直接的な交流を目的としない

場合でも，来園動機に他者の存在が大きな意味を持つ事例も確認された．以下に事例を示す． 

 

・冬３ 

 ３０代男性二人は，日頃から友達を増やしたいと思って活動しており，警固公園には「友達をつ

くることができそうな雰囲気を感じて入った」と発言した． 

 

・冬４ 

 １０代の高校生二人は，警固公園を「見知らぬ人同士の出会いの場」だと考えていた．警固公園

は路上ライブや，You Tuber（動画共有サイト You Tube上で独自に作成した動画の再生によって得

られる広告収入を利用して生活している人物のこと），Twitter上のコミュニティのオフ会の場とし

て有名である．これらの情報は Twitterを介して流布している．また実際に，インタビュイー冬２

の女性は警固公園で開かれるオフ会に参加する直前であったことからも，オフ会が頻繁に警固公園

で開かれていることが分かる． 

 

・冬５ 

 警固公園に常駐する警備員の話しによると，深夜の警固公園では面識の無い若い男性グループと

女性グループの交流が見られる．この現象が見られるようになったのは改修後からである． 

 

・夏１７ 

 学校帰りに警固公園で，話をしたりダンスの練習をしたりしていた女子高生４人は，警固公園に

は「みんながいる」「みんなやってくる」場所だと考えていた． 

 

・見知らぬ他人とコミュニケーションを取る人 

 インタビュー冬３では，東京在住の３０代会社員の男性二人にインタビューを行った．二人は会

社に所属しており，「社会人になると友達が少なくなるため，友達をつくりたいと思って活動してい

る」と発言した．警固公園は初めての利用であるが，友達をつくることのできそうな雰囲気を感じ
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たため，利用しているとのことであった．この場合，二人は身体性を伴う他者関係に不満を感じて

おり，それを背景として都市活動を行っていたところ，警固公園を見かけ，足を踏み入れた．そし

て実際に友達になることのできそうな人に対して声をかけ，自ら積極的に「身体性を伴う他者の存

在認知」を行っていた．この例は，他者認知利用者の典型例と考えることができる． 

 

・ぼんやりとする人 

 インタビュー冬１では，天神地区にある病院への通院の帰りに，ぼんやりとしようと警固公園に

立ち寄った，４０代の男性にインタビューを行った．男性は前提条件として，家庭内での関係がう

まくいっておらず，人間関係に満足していないと回答していた．よって，身体性を伴う関係性にも

満足していないと考えられた．通院という都市活動に伴い，男性は公園に足を運んだ．これは，普

段は西鉄の駅の中のベンチで休憩していたが，この日は駅が混雑しているように感じられたため，

混雑を避けられそうな警固公園を選んだということであった．男性は「公園内の何かを見ている訳

ではなく，何も考えていない」と語った一方で，「人通りがある場所の方がぼんやりすることができ

る」，「一緒に座っている人がいる方が，安心感があると思う」と語った．つまり，ぼんやりとする

男性は，無意識的に身体性を伴った他者の存在認知を，公園において行っていたと考えられる．こ

の場合も，この男性は他者認知利用者であると考えられる． 

 

「身体性を伴う」とは「皮膚感覚を伴っている」，「生身で感じられる」という意味であり，例えば友

達と対面で話すことや，見知らぬ人と話すことなどの直接的なコミュニケーションから，ぼんやりと人

を眺めること，人間観察をすることなどの一方向の他者の存在の認識までが含まれる．他者認知利用者

は，「友達と話す」などという明確な目的を持っている利用者だけでなく，「ぼんやりとする」といった

明確な目的を持っていない利用者も含まれており，それにも拘らず他の場所でなく警固公園を選択する

という点が特徴的であり，特定目的利用者と異なっている． 

 このように現在の警固公園の利用者を分析すると，「明確な機能利用の目的を持ち，警固公園を必然

的に利用し，結果として目的を達する特定目的利用者」と，「明確な機能利用の目的を持たず，警固公

園を選択的に利用し，結果として身体性を伴った他者認知を得る他者認知利用者」がいることが分かっ

た． 

 

（２）再整備前の警固公園に対する認識 

再整備前の状況を知るインタビュイーからは，以下の証言を得た． 

 

冬１「以前は不良のたまり場のようで，だれも近寄らなかった」 

冬５「改修前では，深夜に女性が来ることは危険で，この現象（面識の無い若者同士の交流）はあ

り得なかった」 

夏１０「よく分からないけどちょっと怖いという印象」 
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夏１７「学校で近寄ってはいけないと教育されていた」 

夏２１「暗くて人が少なかった」 

夏２４「スケボー少年がいて雰囲気が悪かった」 

夏２８「犯罪や薬の話は聞いた」 

これらの証言より再整備前の警固公園は犯罪の温床や若者のたまり場として，多くの人にとっては近

寄り難い場所であったことが分かる．また，「昼はそこまで危なくなく，夜の印象は大きく違う」（夏９）

という証言や，「昼間は安全だが，夜は治安が悪い」（夏１１）という証言もあり，昼間は問題なかった

可能性もある一方で，特に夜の警固公園は危険視されていたことが分かる．よって，２４時間利用者が

絶えない現在の警固公園と比較すると，利用者の絶対数は少なかったと考えられる． 

一方で，特定目的利用者・他者認知利用者共に，再整備前にも存在したことも，インタビューから推

測することができる．特定目的利用者としては，「通り道として通っていた」（夏１３）という２０代女

性や，「たまにタバコを吸いにきていた」（夏１４）という会社員男性がいた．ここからは，整備前の公

園を利用していたという証言は少ないものの，特に昼間には一般の利用者もある程度存在したことが分

かる．また，他者認知利用者としては，「ナンパ待ちの女性もいた」（夏９）という証言にあるように，

ナンパをされるのを待っていた女性や，「週一回，ピストバイクをやりにきていた」（夏１２）という男

性がいた．「ナンパを待つ」という行為は，見知らぬ男性と出会うことを目的としているため，「身体性

を伴った他者の存在認識」をする，すなわち他者認知利用するために公園に来ていた女性がいたことを

示唆している．また整備前の警固公園は「ピストバイクのメッカ」ともなっており，ここでもピストバ

イクというパフォーマンスを通して他者とのコミュニケーションを，身体性を伴って行う文化が存在し

たことを示している．ここからは，警固公園には再整備以前から，「身体性を伴った他者の存在認識」

の文化が存在していたということを考察することができる．だが総じて，ナンパやピストバイクといっ

た，大多数の一般の方々と共有しづらい行為を介して行われていたため，利用者の絶対数は少なかった

と推測される． 

このような状況を引き起こした要因について，「機能」「デザイン」「情況」という三つの側面から説

明を試みたい．「機能」とは公園それ自体が有している機能のことを指し，例えば座るという機能や，

子供が遊ぶための機能，スケートボードをする機能などが含まれる．「デザイン」とは公園のデザイン

のことを指す．同じ機能を有していても，それらの空間配置や造形的な美しさ，コントラストなどによ

って，機能の発揮のされ方が異なってくるはずである．そして，「情況」とは利用する他の人々の様子

や噂などによって形成される公園に対するイメージのことを指す．  

 再整備前の公園は，インタビューや資料などから，以下のような状況に陥っていたと考えられる． 

 

・機能：人々が求める機能を有していなかった（もしくは適切に認知されなかった） 

    スケートボードなどの不適切な利用により他の機能が阻害された 

・デザイン：周囲から見通しが悪いことによって犯罪の温床となった 

      多くの死角が存在したことによって犯罪の温床となった 
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・情況：犯罪の温床というイメージがついた 

    人が少ないため，近寄り難い雰囲気であった 

 

 具体的な事例を紹介すると，機能に関しては「（整備前の公園には）子供を遊ばせる遊具がない」（夏

１）という親の発言から，遊具という機能は有していてもそれが認知されていなかったことが分かる．

またデザインに関しては，「暗くて人が少なかった」（夏２１）の発言にもあるように，見通しの悪さが

問題となっていた．またこれらによって生成された情況は，「学校で近寄ってはいけないと教育されて

いた」（夏１７）というようなものが見られた． 

 

（３）再整備の影響 

このような再整備前の状況に対して，再整備がどのように機能したのかを整理する．まず再整備の内

容を確認すると，以下の６項目が挙げられる． 

 

 ①新たな動線の引き入れ 

 ②子供広場・喫煙所のリニューアル 

 ③交番の設置 

 ④ベンチ・緑地空間の拡充 

 ⑤外部と内部間の見通しの確保 

 ⑥継承の機能・デザイン・情況 

 

これらの再整備内容が警固公園の機能・デザイン・情況の改善に果たした役割を整理するために，次の

ダイアグラムおよび表を作成した． すなわち，再整備の効果は 2段階で発揮されていると考えられ，

他者認知利用者にとっては来園した後に体験されるステージ 2の効果が大きい． 

 

図 3.45 メカニズム図 
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 表 3.5 再整備の要素と機能・デザイン・状況の対応表 

 
 ステージ１ ステージ２  

機能 デザイン 情況 機能 デザイン 情況 

①新たな動線 ○     ○ 

②子供広場のリニューアル ○ ○ ○   ○ 

③交番の設置 ○  ○ ○  ○ 

④ベンチ・緑地の拡充 ○   ○ ○ ○ 

⑤見通しの確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑥継承の機能・デザイン・情況    ○ ○ ○ 

 

①新たな動線の引き入れ 

 再整備によって新たな動線を引き入れることで，機能１を改善することによって，機能１だけでなく

情況２を高めることに成功し，特定目的・他者認知利用者共に増加したと考えられる． 

インタビュー夏１３の女性は，通り道として使えるようになったことで，公園内を通る頻度が増加した

と話していた．インタビュー夏９の男性も，「通過できるようになったので，周囲のお店へ行くときに

公園を通るようになった」と証言していた．また，再整備前後での動線を比較した調査でも，公園を通

り道として利用する人が増加したことは明らかである．よって，機能１を改善することで，「通過」と

いう目的を持った特定目的利用者が増加したと言える． 

 だが，この機能１の改善は特定目的利用者を増加させただけではなく，そのフィードバックにより，

他者認知利用者も増加させたと考えられる．その例をインタビュー冬１の男性に見ることができる．こ

の男性は公園でぼんやりするための条件として，「人通りがあった方が良い」と発言していた．このこ

とは，行動調査による「着座機能のデザインと人々の行動の関係」において，「１人でいる人は歩行者

動線の近くに滞留する傾向が強い」という結果にも一致している．この理由は，景観特性分析において

わかった居心地の良さが関係していると考えられる．つまり，機能１の改善で特定目的利用者が増加し

た上に，人通りが見えるようなベンチの配置が為されることで，「一人でぼんやりできる空間」という

情況２がフィードバック２により生成され，他者認知利用者も増加したと考えることができる． 

 

②子供広場のリニューアル 

 再整備によって子供広場を見えやすい位置に再配置することで，デザイン１を改善することによって，

機能１，さらには情況１・２を高め，特定目的・他者認知利用者共に増加したと考えられる． 

 子供広場としての機能１が高まったことは，多くの家族連れへのインタビューから明らかである．イ

ンタビュー夏１の男性は，公園を以前から知ってはいるが，再整備前は「子供を遊ばせる遊具がない」

と発言しており，再整備前に配置されていた遊具の存在は認知されていなかった．同様のケースが，イ

ンタビュー夏１０，２６にも見られる．よって，遊具の再配置というデザイン１の改善は，遊具の認知

を上げて機能１を高めることで，特定目的利用者を増加させたと考えられる． 
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一方で，これによるフィードバック１・２によって情況 1・2も改善し，特定目的・他者認知利用者共

に増加したということも推測できる．なぜなら，子供の遊ぶ空間は場のイメージを改善すると考えられ

るためである．実際にインタビュー夏７の６０代の女性は，公園を待ち合わせの場として特定目的利用

した理由として「子供がたくさん遊んでいて良い雰囲気である」（情況１の改善）ということを挙げて

いる．また，インタビュー夏２４の３０代夫婦も「子供がいることが雰囲気を良くしている」と証言し，

子供の存在が他者認知利用も促進していることが分かる．つまり，子供広場を見えやすい位置に再配置

したデザインが，機能１を高めることで子供の数を増やし，それらが FB1・2によって情況 1・2をも改

善したことが考えられる． 

 

③交番の設置 

 再整備によって交番を設置することで，情況 1・２を改善することによって，機能 1・２を高め，特

定目的・他者認知利用者共に増加したと考えられる． 

交番に関して言及したインタビュイーの発言には以下のものがあった． 

 

・夏１：交番があって安心であるため，子供と遊んでいる． 

・夏１３：交番があって安心であるため，通り道として使う頻度が増えた． 

・夏２３：交番があって安心であるという印象を持っている（休憩中）． 

・夏２４：交番が出来て安全になり，利用（休憩）するようになった． 

 

 これらの発言から分かることは，交番が「安心」というイメージ（情況１・２）を生み出しており，

その結果として人々が「子供と遊ぶ」や「通り道として使う」などの機能 1と「休憩する」などの機能

２を利用するようになったということである． 

インタビュー夏１２のかつてのピストバイカーが「交番がなければ（公園内で）バイクに乗る」と発言

しているように，交番の存在は再整備前に公園を利用していた排他的な利用者層を抑制することで，よ

り多くの特定目的・他者認知利用者へと公園を開放したと考えることもできる． 

 また子供や通過する人，休憩する人の増加によって更なるフィードバックがかかり，先述の②子供広

場のリニューアルによる効果のように情況 1・2が改善していると推測される． 

 

④ベンチ・緑地空間の拡充 

 再整備によってベンチ・緑地空間を拡充することで，機能 1・２を改善することによって，特定目的・

他者認知利用者を増加させた．また単に機能の改善だけでなく，デザイン２を改善することによって，

他者の存在認知を公園内に生み出し，居心地の良さを提供することで他者認知利用者を増加させた．さ

らにその存在認知は情況２にフィードバックをかけ，他者認知利用者の増加を加速させている． 

 ベンチ・緑地空間の拡充によって特定目的・他者認知利用者が増加したことは，行動プロットを見る

と明らかである．また，インタビュー夏７の６０代女性（特定目的利用，待ち合わせ）の「ちょうど良
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い木陰があったのでここにいる」という発言や，夏２１の３５歳女性（他者認知利用，仕事後の休憩）

の「休む場所が増えたことで，仕事前後に公園で休憩するようになった」という発言にも見ることがで

きる．一方で今回の再整備では単純に機能を付加するだけでなく，デザインを改善することによって他

者存在の認知による居心地の良さを生み出し，他者認知利用者を増加させたと推測できる．警固公園の

ベンチのデザインの景観工学的な分析によると，警固公園はどこに座っても自然と人が目に入ってくる

ような構造になっている．警固公園のすり鉢状の形状や立地等がもたらした視覚的な囲繞感は，この自

然に人が目に入るという特性と相まって，他者と同じ空間にいる・他者に囲まれているという感覚を生

み出していることや，警固公園内では，座っている人同士では表情や顔の動きがあまり気にならない距

離感になっていることを述べた．これらの分析結果はインタビューの結果とも合致している．インタビ

ュー冬１のぼんやりとしていた４０代男性は「一緒に座っている人がいる方が，安心感がある」と答え，

公園における他者存在の認知を認めている．インタビュー夏１３の女性は，「みんなが座ると目線の高

さが同じになるのが安心感を生むのではないか」と発言し，他者存在の認知とそれによる安心感を認識

していた．また，インタビュー夏５や夏１１，夏２８では「いろいろな人間がいて面白い」（５），「人

間観察ができる」（１１），「人を眺めるのが好きだから来ている」（２８）などと，他者存在を明確に認

知し，それを楽しんでいる例も多数見受けられる．よってベンチと緑地の再整備によるデザイン２の改

善は，他者存在の認知を増加させ，居心地の良さを生み出し，他者認知利用者を増加させていると考え

られる． 

 さらに最も重要なことは，この他者存在の認知と居心地の良さは，情況２にフィードバックをかけて，

「身体性の伴う他者認知の場」としての警固公園のイメージをつくりあげていると考えられることであ

る．警固公園で個人が得た身体性の伴う他者認知の体験は，インタビュイー冬４が発言したように

Twitterなどの SNSを介して若者の中で流布し，それによって「出会いの場」としての警固公園のイメ

ージがつくりあげられていく．それによってさらに，他者に対して身体性を消失していると意識的・無

意識的に感じている若者が警固公園に集まり，公園は他者の存在認知の場となっていく．その結果が，

インタビュイー冬３の言うような「友達をつくることができそうな雰囲気」として情況２に表れ，さら

に多くの若者を集める．この繰り返しによる他者認知利用者の増加が，現在の警固公園の状況を生んで

いると推測される． 

 

⑤外部と内部間の見通しの確保 

 再整備によって外部と内部の見通しを確保することで，機能１・２を改善し，同時に情況１・２をも

改善し，特定目的・他者認知利用者を増やした．見通しを確保するデザインは，人々に公園の機能を広

く知らせることで，特定目的・他者認知利用者を増やす．インタビュー冬１の４０代男性（他者認知利

用，ぼんやりとする）の例がまさにこの例である． 

 

・男性は月二回の通院のあと，家に帰りたくないために，普段は西鉄のベンチに座っていた．だがこの

日は駅の中が混んでいそうであり，別のところでぼんやりしようと考えた．そこで，以前から西鉄の駅
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の３階から見えていた警固公園に思い当たり，公園であれば寒いために人が来ないであろうと予測して，

警固公園へと足を運んだ． 

 

このような行動は，西鉄と警固公園の間にあり見通しを阻害していた樹木一本を，再整備によって切っ

ていなければ実現し得なかった行動であり，デザインによって機能が強化されたことが分かる． 

 

 

図 3.46 整備前の警固公園（ソラリア２階から） 

（警固公園再整備事業 Project Reportより） 

 

図 3.47 整備後の警固公園（ソラリア２階から） 

（警固公園再整備事業 Project Reportより） 
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⑥継承された機能・デザイン・情況 

 再整備において以前の機能・デザイン・情況を継承することで，整備後の特定目的・他者認知利用者

が増えたと考えられる．以前の機能とはガーディアンエンジェルスが真夜中に公園にいる若者を保護し

ていた拠点の機能，以前のデザインとは円弧状の石段のデザイン，以前の情況とはイルミネーションが

ある公園としての情況である．これらを，公園の片隅にある安全安心センター，円弧状の石段のベンチ，

毎冬行われるイルミネーションイベントとして継承したことで，かつての公園の特定目的・他者認知利

用者が整備後の公園の特定目的・他者認知利用者となった．以下にその事例を示す． 

 

・継承された機能：ガーディアンエンジェルスの拠点 

 インタビュー冬６において，かつての警固公園を良く知り，改修前にあったガーディアンエンジェル

スのテントを利用していた女性に話を伺った．高校時代，学校にあまり通っていなかった女性は，頻繁

に夜遊びをするようになった．その際に，前警固公園に設置されていたガーディアンエンジェルスのテ

ントに保護された．テントは誰でも入りやすいような雰囲気であり，一年中そこで時を過ごした彼女は，

友達もその場所でつくることができ，いつしかそのテントは彼女の居場所となっていた．だが，警固公

園の改修によりテントは公園内に張られることはなくなった．その代わりに，現在の公園の片隅には安

全安心センターが設けられ，そこを拠点にしてガーディアンエンジェルスは活動している．現在でも

時々，女性はそのセンターに遊びにきている． 

 この女性は整備前から公園に来て，身体性を伴って他者存在を認知する（すなわち，見知らぬ他人と

公園で知り合う），公園の他者認知利用者であった．そして再整備において，かつてのテントの拠点は

完全には失われることなく，安全安心センターという形で残された．再整備においてこのような機能を

継承することは，以前の利用者を現在にも馴染みやすくするために有効であったと考えられる． 

 

・継承されたデザイン：円弧状の石段のデザイン 

 インタビュー夏１２において，かつての警固公園でピストバイクを楽しんでおり，再整備後は清流公

園でバイクを楽しんでいる２０代前半の男性二人に話しを伺った．彼らはかつての警固公園では，ピス

トバイクのパフォーマンスを通したコミュニティにおいて，見知らぬ他人と知り合う「身体性を伴った

他者存在の認識」を行っていた他者認知利用者であった．だが再整備によって，彼らの主要なコミュニ

ケーション手段であったピストバイクはできなくなり，かつての記憶を残す石段だけが残された．そし

て現在の警固公園では，彼らはその石段によってピストバイクの全盛期時代を思い起こしながら，友達

と語らっており，他者認知利用者となっていると考えることができる．ここでは，石段を残すという継

承のデザインは，公共のために制限しなければならなかったピストバイカーの人々を，かつての記憶を

呼び起こすことで，現在の公園の他者認知利用者として取り込む役割を持っていると考えられる． 

 

・継承された情況：イルミネーションイベント 
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 改修前の警固公園の代表的景観はイルミネーションであった．インタビュー調査でもその傾向が確認

される（インタビュー夏２，３，１１，２１）．このイベントを再整備後も継承することで，再整備前

の警固公園の情況と現在の情況を一致させていることが，警固公園の特定目的・他者認知利用者を増や

していると考えられる．現在のイルミネーションでの来園者が多いことは，現在の行動プロット図から

見ると明らかである． 

 これらの３つの事例から分かるのは，機能・デザイン・情況を継承することで，再整備前の警固公園

の利用者を，再整備後の利用者にうまく接続している点である．もし継承することを考慮していなかっ

たとしたら，再整備とともに無くなってしまうはずの，夜間の若者の拠点や，ピストバイクのメッカで

あった公園の石段，イルミネーションの記憶を，丁寧に継承することによって，人々は現在の警固公園

にかつての警固公園の面影を重ねることができる．そのため，継承のデザインは再整備前の人々をも，

現在の警固公園に他者認知利用者として巻き込んでいるのである． 

 

 

（４）利用者の行動変容メカニズム 

 再整備前は，スケートボードなどの不適切な利用により他の機能が阻害されていたり，死角が多いデ

ザインによって犯罪の温床となったり，それらによって夜は治安が悪いという情況であったりしたこと

から，特定目的・他者認知利用者は存在したが，絶対数は少なかったと推測される． 

 そこに再整備を行うことで，動線の引き入れや子供広場の再整備，そして交番の配置によって特定目

的利用者を増加させた．また継承のデザインによって再整備前の利用者も捉えた．それらによる滞留者

増を下地に，ベンチのデザインによって他者存在の認知による居心地の良さを，見通しのデザインによ

って自己開放感による居心地の良さをつくりだすことで他者認知利用者を増加させた． 

 このように，警固公園における景観デザインは，単に防犯性を向上させただけでなく，複層的な利用

者が潜在的に有するニーズを的確に満足させ，また相乗的に機能させたのではないかと考えられる．  
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５． まとめ 

 

福岡市天神地区の警固公園では，犯罪の温床という汚名を晴らし，今では多様な年齢層・属性の利用

者により国内の都市公園ではまれなほどのにぎわいを見せている．つまり，警固公園では利用者の顕著

な行動変容があったと考えられる．しかし，本研究で観察しようと試みた都市（天神地区）に対する根

源的価値・規範の変化は，残念ながら見られなかった．つまり，社会イノベーションが起きたと言うこ

とは難しいが，その前段となる個人の行動変容は起きている状態である． 

そのため，ここでは景観デザインが個人の行動変容に寄与したメカニズムとは何か，という観点から

得られた知見をまとめる．  

 

（１）背景としての商業地密度向上・南下 

警固公園が現在の位置に設置されたのは 1951 年のことであるが，それ以後，天神地区における商業

集積が進み，またその重心が徐々に南下することによって，現在の警固公園は商業エリアの中心に位置

する格好となった．すなわち，戦略的に計画立地しているわけではないが，時代の流れとともに多くの

利用者を見込める立地へと相対的に遷移していた． 

 

（２）着座機能の多様性 

さまざまな年齢層や，一人から大人数のグループ利用などがあるが，着座位置に関する傾向がみられ

ることから，さまざまな年齢層や来園人数に応じたニーズを満たす多様な居場所（ベンチ・石段等）が

存在し，利用者がそれをうまく選択しながら滞在しているのではないかと考えられる．  

 

（３）開放感があるが親密さも感じさせる空間 

都市内のオープンスペースとしては珍しく開放感がありつつも親密さも感じさせる空間構成となっ

ており，おしゃべりやただ座っているというような気ままな滞留行動がしやすい視線・視距離が確保さ

れたベンチ配置となっているなど，利用者が滞留しやすい景観特性を有している． 

 

（４）他者との身体性を伴う緩やかなつながりを得られる場所 

現在の SNS 普及率は全国民の 65%，6451 万人に達しており（2015 年, ICT 総研），このうち 72.9%

の利用者が，他者とのコミュニケーションのために SNS を利用している．また，平均利用時間は 78 分

であり，特に 10 代の利用時間はこの２倍に達する（2013 年, 博報堂 DY ホールディングス）という． 

このような社会背景が直接・間接的に関係しているものと推察されるが，若者を中心に人との交流を

求めて警固公園を訪れる利用者や，交流までは求めないが近くに人がいる状態を求めて訪れる利用者が

少なくなく，身体性が伴う他者との関係，すなわち他者とのゆるいつながりを得られることが大きな来

園動機として存在していた．そして，（２）のような空間特性が，またそれによって増えた滞留者のい

る風景が，このゆるいつながりを求める人々に対して大きな機能を果たしていた．  
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第４章 結論 

 

１． 事例比較による考察 

 

メデジン市ベレン公園図書館の事例において，ベレン地区では，都市に対する根源的価値・規範の変

化が見られ，社会イノベーションが起きていると言える一方，福岡市警固公園の事例では，個人レベル

での大きな行動変容は起きているものの，都市に対する根源的価値・規範の変化が見られたとまでは言

えない状況であった．このような差異が生じる要因として，都市レベルの政策と景観デザインとがその

根底にある価値・規範・哲学を共有しているか否かという点が大きく作用しているのではないかと考え

る． 

メデジン市では，実際の社会変化（治安・教育・経済など）は図書館によってもたらされたものでは

ない．しかし，ベレン公園図書館の開かれたデザインや図書館機能，様々なワークショップ，起業家支

援などの機能が相乗的に機能し，その結果として図書館の広場において見られる風景が人々の認知した

「変化」と一致したために「目に見える変化の焦点」となり，人々に社会変化を確信させ，さらなる大

きな革新へと誘う役割を果たしたと考えられる．つまり，都市レベルの政策の効果を高めるレバレッジ

として機能していたのではないか． 

一方，福岡市では，警固公園の再整備によって人々の行動は大きく変容しており，犯罪件数が減少し

た上に国内ではまれに見るほど多くの人に利用される都市内広場として生まれ変わった．そして，それ

らの行動変容に対して景観デザインが果たした役割は非常に大きいことがわかった．しかし，都市（天

神地区）に対する根源的価値・規範の変化が見られるとは言えない状況であった．これは，都市レベル

の政策（アジアの交流拠点都市）と景観デザインの根底にある価値・規範・哲学がややずれていた，も

しくは利用者に伝わりづらいものであったためにメデジン市の社会イノベーションほどの波及効果が

得られていないと解釈できるのではないか． 

つまり，都市レベルの政策と景観デザインを戦略的に連動させることが，社会イノベーションへとつ

ながる大きな効果をもたらすのではないかと考えられる． 

 

蛇足であるが，わが国の抱える社会問題について次の点は興味深い．すなわち，メデジン市ではイン

ターネットを利用するために人々が図書館へと集まっていたが，わが国では全国的にネット・インフラ

が完備され，自宅で誰とも会わずに何週間もネットに浸ることが容易にできる．また，そのような社会

問題も語られてきている．警固公園では，若者を中心に「緩やかな他者とのつながり」を求めて人が集

まる実態が見られた．ネット社会となったわが国において，取り組まねばならない次なる社会問題への

解決方策が垣間見られたように思われる．  
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２． 結論 

 

本研究の結論は以下のようにまとめられる． 

 

（１）景観デザインが個人の行動変容ならびに社会イノベーションに寄与するメカニズム 

個人の行動変容をもたらす景観デザインは，人々が潜在的に持つニーズ ———本調査で扱った事例に

おいては，メデジン市では屋外で安心して豊かに過ごしたいという欲求，福岡市では身体性を伴う緩や

かな人とのつながりを体感したいという欲求——— を満たすための空間骨格や機能を有していることに

より，少数の行動変容が風景として認知されることを通じて，段階的に多くの人々の行動変容へとつな

がっていく． 

また，都市政策によって生じる社会の革新的な変化と，景観デザインによって惹起される人々の行動

との間に関連性・共通性が十分認知されるとき，景観デザインが社会イノベーションのシンボルとなり，

人々に変化を確信させ，新たな価値・規範などに基づく根本的な行動変容が起こると考えられる． 

 

（２）社会イノベーションに寄与する景観デザインの特質 

都市政策によって生み出される社会変化を実感させ，変革を確信させる景観デザインであり，都市が

目指す社会イノベーションの方向性（設計段階では実体化していない）を共有したデザインであること． 

 

なお，「個人の行動変容に寄与する」という観点に絞れば，今回対象とした都市内広場では次の 3 点

が重要な景観デザインの要素として共通していると言える． 

 

 １）人間の視知覚特性に応じた空間スケールにより， 

     「開かれているが一体感のある空間構成」 

 

 ２）隣接する都市への接続性に優れた， 

     「都市へと開かれたオープンスペース」 

 

 ３）従前の場所が持つ記憶に対する適切な措置による， 

     「場所の記憶の適切な継承ないし転換」4 

 

  

                                                   
4 ベレン公園図書館では，悪名高い国家秘密警察 F2 の施設が立地していた敷地が選ばれ，その意味性

を象徴的に 180°転換した．警固公園では，石段をまったく同じ位置に再設置し，かつての利用者の愛

着も尊重した「記憶を継承する」整備を行った． 
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３． 今後の課題 

 

本研究で得た結論は，一部定性的なデータのみに基づく仮説にとどまっているため，今後はこの仮説

を検証することが課題となる． 

 

（１）客観的なデータ収集による仮説検証 

メデジン市ベレン公園図書館の事例については，統計データ収集やアンケート調査の実施により，仮

説を検証できる情報を集める必要がある．なお，コロンビアでは政策評価への取り組みが十分ではなく，

公園図書館の機能評価（例：CEDEZO の起業支援実績等）に関わる情報が容易に入手できない点が難

点ではある． 

 

（２）都市政策と景観デザインの戦略的な関係性の検証 

警固公園の事例については，都市政策と景観デザインの関係性について，さらなる検証を行う必要が

ある．特に交流人口の拡大という現施策と，警固公園整備などが戦略的に結びつけられて考えられたの

か否かなどの検証を試みたい．また，他者との緩やかなつながりを求める若者が多く存在していること

がわかってきているため，今度は，このような状況を踏まえた都市政策との連動が可能であるのかどう

か，検討ができればと考えている． 

 

（３）事例の追加および普遍性の検証 

国内外における類似事例の研究を進め，得られた知見の普遍性を検証する必要がある．国を超えた普

遍性に確信が深まれば，我が国が途上国・中進国などで国土・都市政策支援を行う際に，景観デザイン

を活用する戦略を検討できる． 
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