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1. 研究の背景と目的

人々にとって豊かな都市活動とは、それぞれの目的地

や建築内の魅力だけでなく、家を出て、行き着くまでに

周囲の環境や人々と関わりを持ちながら、様々な体験が

できることだと考えられる。今までは、自動車交通が主

流のため、都市の魅力を肌で感じることが難しかったが、

近年、歩ける街を取り戻そうという声が高まっているこ

とを踏まえると、豊かな都市活動を促すような魅力がこ

れからの歩行者空間には重要である。

　そこで、本研究は、目黒川と周辺店舗が呼応して、魅

力的な歩行者空間をつくりだしている中目黒地域を対象

にする。中目黒地域において、地域らしさを象徴する「骨

格」が魅力的に作用し、さらにその骨格を中心にアクティ

ビティが広がることで、豊かな都市活動が誘われている

という仮説を立て、それを明らかにすることを目的とす

る。

2. 中目黒地域の骨格形成と発展の変遷

2.1　目黒川改修工事による環境向上

　戦後の乱開発による都市化によって遊水・保水機能の

低下した目黒川は、洪水常習地となり住民が減少し、跡

地開発による景観の乱れや悪臭問題など劣悪な環境に

あった。

　そこで昭和 53 年から 60 年にかけて、目黒区は本格的

な改修工事を行い、水害対策とともに、沿川道路のデザ

イン化・植栽化など親水施設を含む水辺環境の整備を

行った。同時に、流域住民団体「目黒川を豊かな生活環

境にする会」による橋づくりは、水辺景観復権の象徴に

もなった。このように、行政と住民の協働によって、目

黒川は桜並木の景観を残しながら親水空間として蘇り、

街の骨格となった。

2.2　代官山地域の発展と中目黒地域の商業地化

　代官山地域は昭和 42 年、「代官山集合住居計画」が立

案されると、ヒルサイドテラスや各国大使館の完成など

市街地環境が大きく変容し、それと連動するように中

目黒地域でもキングホームズや JR 宿舎が建設された。

2000 年に代官山アドレスが開業すると、代官山地域の

家賃が上昇し、既存のブティックなどの小規模店舗が、

環境が改善された目黒川沿いに移転した。

　図１は、改修工事後の 1986 年から 2015 年までの土地

利用の変容を視覚化したものである。工事以前は、独立

住宅と工場が川沿い地域の多くを占めていたが、環境の

向上とともに、川沿いを中心に徐々に飲食店やブティッ

クなどの小規模店舗が増加した。2015 年には、リノベー

ションした住商併用の建物が目立つようになり、中目黒

地域は一体的に商業空間が広がり、固有に発展している。

図１　中目黒地域の商業地化の変遷

3. 歩行者からみた街の骨格とアクティビティ

3.1　街頭アンケートの概要

　これまでの中目黒地域の骨格形成と発展の変遷を踏ま

えた上で、都市の主役である歩行者が共通に思う「中目

黒地域らしさ」を知ることが、より実際的な中目黒地域

の骨格や、都市活動を誘う要素・要因を明らかにできる

と考え、街頭アンケート調査を実施した。概要は以下の

通りである。

表 1　街頭アンケート調査の概要
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(2)　行動調査によるアクティビティの多様性

　歩いていて魅力的な通りを地図上に記入してもらう

と、87％の回答者が川沿いを記入し、その内の６割が

川沿いのみを魅力と評価した。川沿いの通りの中でも、

店舗が軒を連ねる別所橋から千歳橋の区間の評価が特

に高く、工場や独立住宅の割合の大きい池尻側の評価

は低かった。

　一方、当日の行動調査では、97％の回答者が川沿い

の通りを歩き、その内の６割近くが川沿いだけでなく、

裏通りなど周辺地域を回遊していることがわかった。図

３はセクション別の通った人数を地図にプロットした

ものである。目黒川沿いの通りを中心に、工場が立地

する一部の通りを除いて、全ての通りが歩かれていた。

公園や、路地でも１階に店舗がある通りは好まれてい

た。特に、全体の回答者の 30％は、代官山地域と中目

黒地域の異なる魅力を持つ街を一体として行き来して

いたことがわかり、多様なアクティビティが行われて

いることがわかった。

図３　当日の行動ルート（セクション別の通った人数）　

4.　結論と考察

　中目黒地域では、都市化の中で危機に面しながらも、

行政と住民の協働による改修工事によって目黒川が

蘇ったことで、桜並木が覆う親水空間として、その存

在自体が歩行者を魅了する骨格となった。そして、そ

れに誘引されるように多様な建築空間が現れることで、

歩行者空間が広がり、人々の豊かな都市活動の創出に

つながっていることがわかった。このように、街のア

イデンティティとなる骨格が魅力的に存在することが、

地域特有の「らしさ」の動機となって、魅力的な歩行

者空間を創出し、多様なアクティビティを生み出して

いると考えられる。

3.2　街頭アンケートの結果・分析

(1)　中目黒地域のイメージ・魅力

　中目黒地域のイメージ・魅力について、歩きやすさの

観点から尋ねると、回答者の９割近くが「歩き易い」・「ど

ちらかといえば歩き易い」と評価した。また、街として

の魅力では、「自然が豊かである」、「目黒川と街が調和

している」という目黒川を中心とした自然の豊かさの評

価が一番多く、次に「新旧の混在」、「都会と下町の共存」

といった多様性の存在が続いた。

　特に、自由回答の中で、「目黒川」、「桜並木」が含ま

れた回答についてその意味を分析すると、都市の中の自

然としての重要性、季節のイベントとしての重要性、川

沿いを中心とした一体的な街並みとしての魅力の３つの

視点が挙げられ、ほぼ同じ割合で評価されていた。

　中目黒地域における、歩いていて魅力的な都市の要素

については、図２にある結果になった。「目黒川」と「桜

並木」は勿論、それらに関する要素も突出していた（図

２の赤色の要素）。その他の際立った要素は、「１階に多

くの店舗が立地していること」で、目線の先に店舗が連

なっている様子が歩行者にとって魅力とされていた。

　また、「リノベーション建築」、「小さな建物」という

中目黒地域の特徴である小規模店舗や住商併用建物の存

在の評価も高かった。一方で、店舗の空間特性に突出し

た要素は見られず、どの要素も同程度に評価されていた。

　これらのことから、歩行者は、目黒川と周辺店舗の距

離が近く、桜並木に調和するように植栽やベンチなどの

溢れ出しがある川沿いの街路空間を軸に、多様で個性的

な建築空間を魅力と評価していることがわかった。

図２　歩いていて魅力的な都市の要素
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