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はじめに
世界中でウォーカブルなまちなかをつくる動きが活発化

本稿では、前回レポートの駅まち空間にとどまらず、線的

しており、我が 国でも 300 を超える地 方 公 共 団 体が

なストリートやそれらで構成されるネットワークやエリアと

「ウォーカブル推進都市」
を掲げている。また、カフェやベ

いった範囲におけるウォーカブルなまちなかについて考える。

ンチなどの道路占用を柔軟に認める
「歩行者利便増進道

また、歩行者と親和性が高く、歩くことの支援・サポー

路制度」
や街路の広場化等の歩行者滞在空間の創出を

トとなる
「電動車いすタイプ」
「搭乗型移動支援ロボット」

支援する
「まちなかウォーカブル推進事業」
といった法改

「グリーンスローモビリティ」
などの
「新たな移動手段・モビ

正や予算制度などのメニューが整ってきている。このよう

リティ」
が生まれつつある。
そして、
これらの新たなモビリティ

に、行政のまちづくり担当者や道路管理者、民間事業者

で歩道を通行できるような法制度改正の動きなども議論さ

などの間でウォーカブルな政策やプロジェクト推進の機運

れているところである。

が高まっている。

こうした動きもとらえ、本稿では、
「人が歩く」
ことに留ま

こうした中、前回の技術レポート Vol.3『多様な使い方

らず、新たなモビリティによる歩行・移動支援をも含む

に焦点を当てた、駅まち空間における新たな
「広場」の提

ウォーカブルなまちづくりを
「ウォーカブル＋
（プラス）」
と新

言』
では、ウォーカブルなまちづくりに資する新たな駅まち

たに提唱し、その推進について展望する。

空間のあり方を提言している。

2
ウォーカブルなまちなかを実現するための手法
２．
１ ウォーカブルな空間とは
国土交通省の「まちなかウォーカブル推進事業」では、

ウォーカブルな空間の実現にはこうした様々な要素を検

街路の広場化、バリアフリー環境創出、沿道施設の一階

討する必要があるが、中でも道路空間をどのように配分す

部分の開放、景観の向上などが事業の対象とされている。

るかは、沿道だけでなく周辺の道路交通環境にも大きな影

このことからも、ウォーカブルな空間とは、単に歩道を広

響を与えるため、非常に重要な要素といえる。

げるといったことに留まらず、公共用地や民地内のパブリッ

こうしたことから、本稿では特に道路空間を配分する際

クスペース、建物ファサード、デザイン・設え、空間の使い

の課題やその対応方策について、当社が関わる渋谷区大

方などが一体的に整理された空間と考えられる。

山街道整備事業での実績や知見などを踏まえて述べたい。
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なお、国交省のウォーカブル政策のきっかけになった

の実現が、ウォーカブルが目指す本質的なゴールにある。

のが、
「都市の多様性とイノベーションの創出に関する

そして、人の数が増えることやそのためのイベントや社会

懇談会」の報告書（令和元年 6月）である。この報告

実験、歩道を広げることはあくまで手法であるとされており、

書での整理では、
まず、多様な人々の出会い・交流を

ウォーカブルを考える際にはこのことの留意が必要である。

通じたイノベーションの創出や人間中心の豊かな生活

図1 ウォーカブル空間のイメージ
出典 ： 渋谷区 HP「歩行者中心の道路空間の実現に向けた社会実験」
パンフレット

２．
２ ウォーカブルなまちなかを実現するための課題と対応方策
（１）課題
により必要な交通ネットワークや交通機能（駐車スペース

歩行者中心のウォーカブルな空間を実現するためには、
それと併せて、①交通渋滞が発生しないような自動車交通

など）などが異なるため、それに応じて、限られた空間を

の円滑性の確保や、②都市活動を支える貨物の荷さばき

機能別に最適に配分することが必要である。写真１は、

といった駐停車車両需要への対応などの交通環境づくり

近年における道路空間をリニューアルした事例から、道路

が必要となる。

規模が異なる2つについてそれぞれの特徴や機能を示した
ものである。

また、道路幅員や沿道土地利用状況などの地域の実情
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松山市／花園町通り
（道路幅員約38m）

北九州市／魚町サンロード
（道路幅員約5m）

・車線数を６車線から２車線に減らし歩道を拡幅。

・アーケードを撤去し、舗装面の一部を植栽舗装に変
更。道路幅員の拡幅は無し。

・芝生広場やウッドデッキ、ベンチ等の歩行者の滞在
を促す施設だけでなく、自転車走行空間、駐輪ス
ペース、荷さばき専用駐車場等を整備。

・道路上に日常的にオープンカフェを実施（国家戦略
特区道路占用事業の活用）。

写真１ 道路空間のリニューアル事例
写真出典

左：弊社撮影、右：国土交通省ウェブサイト
（令和 3 年 10 月 2 日時点）

https://www.mlit.go.jp/common/001273517.pdf を加工して作成

（２）対応方策

①自動車交通の円滑性の確保

②駐停車需要への対応

ウォーカブルなまちなかを実現するためには、環状道路を

荷さばきなど駐停車需要への対応については、路上駐停

はじめとした自動車交通の通過経路の確保や、交通渋滞

車車両の排除・整序化や駐車場の集約化・配置適正

の発生状況の検証や検証結果を踏まえた対策の実施など、

化などにより、歩行者の安全性の向上と路面店によるにぎ

円滑な都市交通が損なわれないよう対応することが必要と

わいのある街並みを形成することが重要となる。対策メ

なる。また、周辺道路も含め道路交通ネットワーク全体の

ニューとしては、複数の配送事業者が共同で利用できる地

円滑性が確保されているか交通管理者等との関係機関と

域荷さばき場や共同荷受け施設の設置や路上の駐停車

の協議・調整も重要なポイントとなる。

スペースの設置、時間帯を分けた道路利用などがあげられる。

当社が関わる渋谷区大山街道整備事業では、計画初

渋谷区大山街道整備事業では、社会実験を通じて路上

期段階から交通管理者と「何が課題で、何に重点的に取

駐停車対策の有効性等を確認し、その結果を踏まえて歩

り組むか」を双方確認しながら協力体制を構築して進めて

行空間拡大と沿道荷さばき確保を両立させる道路空間の

いるところである。

計画・設計を行っているところである。このように、地域特
性の分析や社会実験等を通じて、地域の実情にあった実
効性のある対策を探っていくことが重要となる。
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3
新たなモビリティを導入するための手法
３．
１新たなモビリティの導入事例
「新たなモビリティ」は、これまでのように目的地まで「速

セグウェイなどが使われていて、それらは搭乗型移動支援ロ

く」
「大量に（大勢の人をいっぺんに）」輸送する交通手段

ボットと呼ばれる。例えば、つくば市では「ロボット特区」を

ではなく、
「ゆっくり（歩行速度程度）
」
「少人数または一人」

取得し、セグウェイと共にそれ以外の様々なロボットを使っ

での移動や滞在、回遊を支援するようなものである。

て多様な徒歩移動場面での利用実験がなされてきた。今

そのため、
「速度」
「大きさ」共に人が歩く状況に非常に

では、搭乗型移動支援ロボットのまちなかでの実証実験は

近く歩行者との親和性が非常に高いことから、徒歩圏での

拡大し、公園内周遊や団地内の移動利用を想定した実験

利用や歩行者と混在した空間での利用に向けた社会実験

などに展開している。

のほか、既に実装されているところもある。

③幅広い層の歩行領域の移動支援例〜グリーン
スローモビリティ

①主に高齢者等の移動支援〜電動車椅子を活用し
たまちづくり例

低速で走行する電動車等のグリーンスローモビリティは

イギリスではショップモビリティという名前で、街づくりの

地域の徒歩範囲を中心とした小規模な公共交通サービス

中で高齢者等の移動を支援するツールとして電動車椅子

としての導入実験や導入が進められている。

の貸出サービスが行われている。また、道路や歩行者専用

石川県の輪島市では本格導入がなされ、朝市で有名な

空間の整備も施され、こうしたモビリティが利用しやすい環

市中心部を市の商工会が主体となり循環運行している。

境を創出している。

輪島市以外でも、狭隘で急な坂道が多いところでの地域
住民や観光客の足として導入されている地域があり、歩車

②パーソナルシーンでの移動支援例〜搭乗型移動
支援ロボット

分離が施されていない街路でかなりの低速でのんびり走行
することにより歩行者との親和性を保っている。

まちなかでの回遊・散歩、警備・見回りパトロール等の
少人数または一人での徒歩移動のパーソナルシーンでは、

写真3

写真2 つくばロボット特区でのパーソナルモビリティ実験

石川県輪島市でのグリーンスロー
モビリティサービス「WA-MO」

３．
２ウォーカブルなまちなかにおける新たなモビリティの役割
新たなモビリティのいくつかの導入事例を見ると、
「歩く

いると言える。すなわち、新たなモビリティのウォーカブルな

こと」をサポートする移動支援としての役割を担っているこ

街中における役割は「まちなかエレベーター」とも呼ぶべき

とがわかる。新たなモビリティ導入以前では、そのような移

ものであり、
さらにその移動は固定されたものではなく、自由

動支援は、例えば「自転車」や「動く歩道」や、上下方向

度高く利用できるもの、
と言えるのではないだろうか。

の移動では「エスカレーター」や「エレベーター」が担って
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３．
３ 新たなモビリティ導入における課題と対応方策
新たなモビリティ導入は、地域の実情や、移動課題、目

『まち』の活性化
『まちなかの水平エレベーター＊』であり、

指す移動の姿に適したモビリティを選定し、導入に要する

と価値向上に不可欠なツール」との共通認識をもつことが

費用の調達や持続的な運用体制、事業モデルの構築、そ

必要である。

こに安全・安心な運行に必要なインフラ等の環境整備が
必要となる。特に徒歩移動を支援するモビリティは主に事

＊施設内のエレベーターやエスカレーターの多くは、利用者は無料
で乗ることができる。これは、その施設などの空間内での人々の回
遊性を高めることが、その施設などの価値や収入のアップ、活性
化に必要不可欠なものであると位置づけられていて、テナント賃料
や商品・サービスの売上等の収入からその設置費や運行費を捻
出していると解釈することができる。

業性確保の観点で運営体制の構築とその持続が難しく、
なかなか普及に至っていないのが現状である。
この課題に対しては、新たなモビリティを提供する運用
体制を官民が協働して構築することが考えられる。そのた
めには、
「まち」を構成する主体間で「新たなモビリティが

4
ウォーカブル＋の提案
４．
１ ウォーカブル＋という考え方
ウォーカブル+

私たちは、まちの賑わいをさらに向上させる観点では、
多様な人々の回遊性を高めること、そのために「歩くこと」
への負担や抵抗を減らすことが「ウォーカブル」の推進に
重要であると考えている。

ウォーカブル

テクノロジーの発展により生み出された歩行を支援する
「新たなモビリティ」をも賢く取り入れ、歩くことに抵抗があ

歩行を支援する
新たなモビリティ

る人・ない人すべての人が、快適に行き来し滞留できる、
そして誰もが出会い・交流や人間中心の豊かな生活を実
現することができる…。
そのようなまちなかは人々の笑顔が湧き出るところになる

人中心の豊かな生活＋イノベーション

のではないだろうか？
そこでの出会いや交流を通して、多様な思考が混ざりあう
ことでイノベーションが創出されるのではないだろうか？
この様なまち・みち・空間づくりの概念を、私たちは
「ウォーカブル＋
（プラス）」と呼ぶこととしたい。

図2 「ウォーカブル」から
「ウォーカブル＋」へ

5

walkable plus

４．
２ ウォーカブル＋の実装方法
「ウォーカブル＋」の実現に向けた空間・インフラ整備

そのため、
「まち」の関係主体や利用する人々と丁寧な

は手段に過ぎないが、
とはいえウォーカブルの実現に向け

合意形成が必要である。

てはその環境・インフラ整備等の「手段」も大事である。

当社は「ウォーカブル＋」の実現に向け、図 3に示す、企

さらにその手段の実現には、費用や時間もかかり、かつ不

画・計画、設計、そして「まち」や「地域」での合意形成

可逆的な要素が大きい。

に至るまでの各プロセスをサポートすることができる。

新たなモビリティ導入企画

関係者の理解醸成

・街、人の移動シーンなどの将来像の共有
・人々の移動の実態や課題、ニーズの把握
・関係者を交えた協議会などでの議論
・試乗会の実施による機運醸成
・必要な行政手続き、制度対応の洗い出しと事前調整
・導入メニューの具体化
（運行・運営内容）
・導入効果の検討
・運行・運営体制構築
・各種行政手続き
（申請・特区対応等）

導入計画

実証実験・社会実験
本格実装

・インフラ環境の整備

・スマートシティ、MaaS 等とのデータ連携によるサービス向上

図3 ウォーカブル＋の実装に向けたプロセス
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おわりに
新たな生活様式、SDGs、カーボンニュートラル、MaaS

が安心して、楽しく、快適に集い、回遊することができる

などのキーワードが溢れている今日、
「ウォーカブル」に求め

パブリック空間や道路空間の実現を支援ができるよう、

られることも変化してきているのではないだろうか。

パシフィックコンサルタンツは「ウォーカブル＋」の実装に向

早期にコロナ禍が収束し、再び人々が安心して外出でき

けた研究と実践に取組んでいく。

るようになる世の中が訪れることを願い、その際には、誰も
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