
１. はじめに

1. 1. 研究の背景と目的

　近年 , 工業社会から知識重視社会へ移行しており , その中 

心的産業にクリエイティブ産業 [ 注１] がある。この環境変化

において ,都市の発展には国際的競争力を高めていく必要があ

る [ 注２]。国内のクリエイティブ産業に関連する産業規模を

みると , 国内生産高が 64.4 兆円 , 雇用規模が 590 万人と大き

く , 世界のクリエイティブ産業市場は 2020 年までに 900 兆円

以上になると予測されるなど , 拡大が期待される [ 注３]。ま

た ,クリエイティブ産業は ,都市に集積する傾向がみられ [注

４], 産業振興には都市の基盤となる人材や政策といったソフ

ト面 ,建築空間や都市施設といったハード面による都市構造が

重要だと提唱されている。

　しかし ,都市構造を環境デザインの視点からみると [注５],

段階的にスケールを分けて特徴を把握することが重要であり ,

筆者らがおこなった既報 [ 注６] において , アムステルダムと

ベルリンを対象に ,全体像を表す「マクロ」から ,中間的な「メ

ソ」, 部分を表す「ミクロ」を段階的に捉えクリエイティブク

ラスが作り出す都市構造を明らかにした。一方 ,クリエイティ

ブクラスの割合が高い都市が集積するアメリカ合衆国 [ 注７]

では ,歴史や制度などの違いから ,クリエイティブクラスの作

り出す都市構造が異なると推察される。そのため ,その都市固

有のクリエイティブクラスの作り出す都市構造を把握すること

は意義があるだろう。

　本研究では ,アメリカ合衆国のポートランドとシアトルを対

象に ,クリエイティブ産業をソフト面とハード面に分類した指

標を設定し ,マクロ ,メソ ,ミクロスケールによって ,段階的

に都市構造を分析することで ,クリエイティブクラスが集積す

る要因を明らかにすることを目的とする。そこで ,得られた知

見が ,今後行政やまちづくり団体がクリエイティブクラスの集

積するまちづくりを ,国内の都市へ展開するための指針となる

ことを目指す。

1. 2. 調査概要

　本研究の調査対象として ,クリエイティブ産業の集積する都

市であるアメリカ合衆国において , 住みたい都市 [ 注８] の１

位に位置し ,低い消費税などの税制メリットや TIF,BID の制度
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があるポートランド [ 注９], 住みたい都市の２位に位置し ,

安価な住居や研究機関の整備が進むシアトル [注 10] を選定し

た [注 11]。研究フローを以下に示す。

（１）クリエイティブ産業のソフト面とハード面に分類したマ

クロスケールの指標を設定し ,ポートランドとシアトルについ

て Web 上で公開された情報など報告書の調査（以下 ,報告書調

査）とヒアリング調査から ,マクロスケールの特徴を都市毎に

把握する。

（２）クリエイティブ産業のソフト面とハード面に分類したメ

ソスケールの指標を設定し ,報告書調査と現地踏査から ,メソ

スケールの特徴を街区毎に把握する。

（３）現地踏査から ,空間特性の概念図を作図し ,ミクロスケー

ルの特徴を立地場所の特性と来訪者の行為や用途に着目して ,

建築毎に把握する。

　これらより ,ポートランドとシアトルの都市構造をソフト面

とハード面に分類し ,スケール毎に把握することで ,クリエイ

ティブクラスの作り出す都市構造を明らかにする。

1. 3. 先行研究および本研究の位置づけ

　筆者らのクリエイティブクラスの作り出す都市構造を分析

した研究として , アムステルダムとベルリンを対象とした既

報 [ 注 6] がある。マクロスケールから , アムステルダムは

税制により創造的な人材や企業の誘致をおこない , ベルリン

では安価な住居と施設の整備により創造的な人材や企業の誘

致をおこなっていると明らかにした。メソスケールから , ベ

ンチャー企業やスタートアップ企業といった小企業は , 賃料

の安い都心近郊において , 古い建築をリノベーションしたオ

フィス空間を活用していると明らかにした。ミクロスケール

から,建築空間と用途の特徴は,「歩道活用型」と「広場活用型」

である「活用型」,「歩道隣接型」と「広場隣接型」である「隣

接型」に大別された。また,「活用型」は開放的な空間であるが,

設置物により滞留しやすい空間を演出している傾向がみられ

た。「隣接型」はアルコープや外壁などに囲まれた閉鎖的な空

間である傾向がみられた。

　以上より ,クリエイティブクラスの作り出す都市構造を分析

した既報では ,欧州の都市を対象に段階的なスケールからクリ

エイティブクラスが集積する要因を明らかにした。これらを踏

まえ ,本研究はアメリカ合衆国のポートランドとシアトルを対

象として , ソフト面とハード面の両側面から , マクロ , メソ ,

ミクロスケールの段階的な都市構造の特徴を把握し ,クリエイ

ティブクラスが作り出す都市構造を分析することで ,国内の都

市へ展開するため ,クリエイティブクラスが集積する要因を明

らかにする点で意義があるといえる。

表１　マクロスケールの特徴
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２.クリエイティブ産業におけるマクロスケールの特徴

2. 1. 指標の設定

　本調査では ,筆者らの既報と報告書調査からマクロスケール

の指標をソフト面とハード面から設定した [ 注 16]。設定した

指標を用いて , 報告書調査とヒアリング調査から , マクロス

ケールの特徴をポートランドとシアトルの都市毎に把握する。

　ヒアリング調査は , クリエイティブ産業振興の視点から ,

ポートランドにおけるクリエイティブ産業の推進状況につい

て ,ブランディングやマーケティングを中心にまちづくりをお

こなう株式会社 BAUM,ZGF Architects[ 注 17] を対象として ,

面会式により 2017 年 7 月 13 日に実施した。

　指標の概要に , 得られた都市毎の特徴を加えた , マクロス

ケールの特徴を表１に示す。マクロスケールにおける指標の概

要は以下の通りである。

　「A 税制」は , 所得税減免などのインセンティブを与え , 創

造的な人材や企業の誘致 ,海外からの投資を促進する制度をさ

す。「B 産業構造」は , イノベーションや新事業の創出を促進

する人材 , 企業間のネットワークや体制をさす。「C 場所のイ

メージ」は ,製品の創造プロセスにおいて ,製品のイメージに

影響を与える場所の文化や資産をさす。「D 多様な人材」は ,

交流することで雇用創出や産業規模を拡大させる異なる属性の

人々をさす。「E 施設」は ,人々が交流する場所やイノベーショ

ンを促進する施設 ,安価な賃料により経年の浅い企業や新事業

を誘致する施設をさす。

2. 2. 指標からみる都市毎の特徴

　表１より , ポートランドの特徴を指標毎にみていく。「A 税

制」において [ 消費税 ] は 0%,[ 法人所得税 ] は 6.6% と低い

税率である [ 注 18]。[ 固定資産税減額控除プログラム ] は新

たな設備投資への固定資産税を免除する制度である [ 注 19]。

[TIF] は開発区域内の固定資産税等の増収分を見込んだ債権を

発行し , 再開発に必要な資金を調達する手法である。[BID] は

エリアマネジメントや公共空間の維持・管理を共同で運営する

手法である。

　「B 産業構造」において[人的ネットワーク]は,95のネイバー

フッド・アソシエーションによる地域課題の解決をおこなう [注

20]。[知識・経験・ノウハウの蓄積 ]として ,PDC( ポートラン

ド市開発都市局 )がファイナンシャル・土地売買 ,ダウンタウ

ン・セントラルシティ開発,ネイバーフッド(中心地以外)開発,

経済・産業開発,デザインガイドラインの作成をおこなう。また,

広域行政政府 (メトロ )が都市成長境界線を管理する。[創造・

流通の関係 ]として ,アナログ型産業 (農産物や林業 )とハイ

テク型産業(デジタル)の調和がある。産業の分野は「アスレチッ

ク・アウトドア産業」,「金属加工産業」,「ソフトウェア産業」,

「クリーンテクノロジー産業」の４つがある。また ,約 80%の企

業は社員 20名以下の小企業である [注 21]。

　「C 場所のイメージ」において [ 都市ブランド ] として ,「We 

Build Green Cities」をキャッチコピーに ,2012 年から ,PDC

と民間企業が環境都市開発のブランディングとそのノウハウ

を輸出する [ 注 22]。[ 地域資産 ] は , 道路や公園を活用し

た地産地消のマーケットや 51 カ所におよぶ地ビールの醸造所

があり , 積極的に地域資源を活用するローカルファーストな

精神がある。

　「D 多様な人材」において [ クリエイティブクラス ] は全労

働人口の 34.2％を占める。［多国籍］として , 日本企業の数は

約 130 社である。また ,毎週約 300 〜 400 人がポートランドに

移住している。

　「E 施設」において [コワーキングスペース ]は ,ポートラ

ンドの 70 カ所以上で展開されている。また ,「Startup PDX 

Challenge」が起業家のためにオフィスの提供と資金を支援する

[注23]。[大企業の支援]は,インキュベーターやアクセラレー

ターといった起業支援施設が 20軒以上ある。また ,クリーンエ

ネルギー &クリーンテクノロジー ,スポーツ &アウトドア ,ソ

フトウェア &デジタル ,鉄工業の４分野について事業拡張支援

をおこなう。[ハブ機関 ]として ,オレゴン州最大のポートラ

ンド国際空港が近い。[良好な都市環境 ]として ,「グリーンビ

ル政策」 はエネルギー効率改善事業促進のため ,PDC が「グリー

図１　対象地区の概要
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ン投資基金」を設立し ,財政的な支援 ,グリーンビルディング

を省エネルギーの視点から３段階に評価 ,１つの地区を環境シ

ステムとしてデザインするエコディストリクトがある。また ,

フードカーは市内に 600 軒以上点在する。また ,街全体の調和

を考えたデザインガイドラインが制定されている。さらに ,ダ

ウンタウンに 100以上のパブリックアートがみられる。

　次に,シアトルの特徴を指標毎にみていく。「A 税制」におい

て[消費税]は 9.6%,[個人所得税]は 0%,[事業・職業税]は小

売業が0.471%,卸業 が 0.484%,サービス業が 1.5%である。

　「B 産業構造」において[人的ネットワーク]として,「スター

トアップシアトル」がスタートアップコミュニティを育成してい

る[注 24]。[知識・経験・ノウハウの蓄積]として,民間企業支

援の専門部署である「シアトル市経済開発局」 がある。[創造・流

通の関係]は,80社以上のIT企業がある。また,「Pioneer Square 

Labs」は起業家のアイデア実現の支援をおこなう[注 25]。

　「D 多様な人材」において [ クリエイティブクラス ] は全労

働人口の 37.7％を占める。［多国籍］として , 日本企業の数は

約 140 社ある。

　「E 施設」において [コワーキングスペース ]は ,シアトルの

80カ所以上で展開されている。[安価な住環境 ]は ,「シアト

ル市住宅都市局」が アフォーダブル住宅の建設促進施策 ,低所

得者の住宅購入や改修に対する支援 ,低所得者等の居住安定化

支援をおこなう。[大企業の支援 ]として ,「マイクロソフト・

アクセレレータ」 が世界で 500 社以上のスタートアップ企業や

ベンチャー企業の育成をおこなう。また ,スタートアップ企業

の約 75% がマイクロソフトかアマゾンからの派生しており ,大

企業とスタートアップ企業の関係が密である。[研究機関 ]と

して ,「School of Innovation」は現在の学生起業家インキュ

ベーションの一環になっている修士課程の整備をおこなう。「e 

Institute」は各学部のビッグデータ研究開発支援をおこなう。

また ,研究開発費の予算は年間約 2000 億円がとられている。

　これらより ,ポートランドとシアトルにおいて共通する指標

をみていく。「D 多様な人材」では , 日本企業が多く集積して

いることがわかる。また ,「E 施設」では ,コワーキングスペー

スの集積と大企業の支援がされていることがわかる。

　一方 ,差異のある指標をみると ,ポートランドは「A 税制」

の優遇があり ,[TIF] と [BID] による都市再生がおこなわれてお

り,シアトルはない。また,シアトルは「E 施設」の[安価な住居]

と [研究機関 ]が整備されており ,ポートランドはない。

　以上より ,ポートランドは消費税免除や法人税減免といった

税制による ,創造的な人材や企業の誘致に特徴があり ,シアト

ルは国際的な都市でありながら低賃料のオフィスや安価な住環

境といった ,低コストで活用できる施設の整備に特徴があるこ

とが明らかになった。

３.クリエイティブ産業におけるメソスケールの特徴

3. 1. 指標の設定

　本調査では ,筆者らの既報と文献調査から ,メソスケールの

指標をソフト面とハード面から設定した。設定した指標を用い

て ,報告書調査と現地踏査から ,メソスケールの特徴をポート

ランドとシアトルの街区毎に把握する。

　現地踏査における対象地区の概要を図１に示す。創造的環境で

ある従前の用途が転換した都心部と都市近郊の４地区を対象地区

として[注 26],2017年 7月 11日から16日に実施した。

　指標の概要に ,対象地区の特徴を加えた ,メソスケールの特

徴を表２に示す。メソスケールにおける指標の概要は以下の通

表２　メソスケールの特徴

図２　演出空間の概念図
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りである。

　「F 用途の複合化」は , 複数の小規模な用途が複合し , 文化

的な賑わい創出や相互作用を促す用途の複合をさす。「G 公共

空間活用」は ,公共空間である歩道や広場を活用し ,公共空間

と建築に連続性を持たせる空間活用をさす。「H 街区の従前用

途」は ,低賃料で活用できる建築を内包した街区の従前用途を

さす。「I オフィス空間」は , 創造的な人材や企業が好む立地

や規模 , 形式といった建築のタイプをさす。「J 外観」は , 入

居者の個性を主張する建築のファサードデザインをさす。

3. 2. 指標からみる街区毎の特徴

　表２より ,T1 ダウンタウン（以下 ,T1）の特徴ある指標をみ

ていく。「F 用途の複合化」において［用途］は ,レストラン ,

フードカー ,アートギャラリー ,美術館 ,ブティック ,デパー

トなどが複合した空間である。

　「G 公共空間活用」において活用されている [公共空間 ]は ,

商業施設内のアーケード空間 ,街区内の路地 ,街区の周囲を囲

む仮設店舗がある。

　「I オフィス空間」において [ 立地 ] は都心部 ,［規模］は

大企業と小規模企業向け ,［形式］は新築とリノベーションの

傾向がある。

　「J 外観」において[外観デザイン]はペイント,植栽がある。

　T2 パールディストリクト（以下 ,T2）の特徴ある指標をみ

ていく。「F 用途の複合化」において［用途］は , アーティス

トインレジデンス ,オフィス ,レストラン ,高級コンドミニア

ム ,ブティックなどが複合した空間である。

　「G 公共空間活用」において活用されている [公共空間 ]は ,

外壁で囲まれた空間,街区内の歩道,街区内の高床空間がある。

　「I オフィス空間」において [ 立地 ] は都市近郊 ,［規模］

は小規模企業向け ,［形式］は新築とリノベーションの傾向

がある。

　「J 外観」において [外観デザイン ] はペイント ,ポスター ,

植栽がある。

　T3 パイオニア・スクエア（以下 ,T3）の特徴ある指標をみ

ていく。「F 用途の複合化」において［用途］は , アーティス

トインレジデンス ,オフィス ,バー ,レストランなどが複合し

た空間である。

　「G 公共空間活用」において活用されている [公共空間 ]は ,

建築で囲まれた中庭 ,腰壁で囲まれた歩道がある。

　「I オフィス空間」において [ 立地 ] は都心部 ,［規模］は

大企業と小規模企業向け ,［形式］はリノベーションの傾向

がある。

　「J 外観」において[外観デザイン]はペイント,植栽がある。

　T4 フリーモント（以下 ,T4）の特徴ある指標をみていく。「F 

用途の複合化」において［用途］は,オフィス,ショップ,バー,

カフェ ,レストランなどが複合した空間である。

　「G 公共空間活用」において活用されている [公共空間 ]は ,

腰壁で囲まれた歩道 ,建築の軒下にあるテラス ,街区内の広場

がある。

　「I オフィス空間」において [ 立地 ] は都市近郊 ,［規模］

は小規模企業向け ,［形式］は新築とリノベーションの傾向

がある。

　「J 外観」において [ 外観デザイン ] はパブリックアート ,

図３　T1 の空間特性

5 デザイン学研究　　B U L L E T I N  OF JSSD　Vol. 65　No. 4     2019 13



ペイント ,ポスター ,植栽がある。

　これらより ,対象地区の T1 から T4 に共通する指標をみてい

く。「I オフィス空間」の［規模］は小規模企業向け ,［形式］

は新築とリノベーションが対象地区の３地区以上でみられる。

また ,全対象地区で「F 用途の複合化」,「G 公共空間活用」,

「J 外観」がおこなわれていることがわかる。

　以上より ,ベンチャー企業やスタートアップ企業が ,都心部

や都市近郊において ,古い建築を改修し ,活用している傾向が

あることが明らかになった。

　また ,用途の複合化に加え街区内の公共空間を活用している

ことがわかる。この活用された空間は ,歩道や広場といった公

共空間と私有地である建築の中間領域において ,公共空間と建

築を連続的に演出しているため [ 注 27],「演出空間」と定義

する。演出空間の概念図を図２に示す。演出空間の特徴につい

ては次章で述べる。

４.クリエイティブ産業におけるミクロスケールの特徴

　本調査では ,現地踏査から ,ハード面における建築空間とソ

フト面における建築の用途を演出空間に着目して ,対象地区に

おける空間特性の概念図を作成した。概念図を用いてミクロス

ケールの特徴を立地場所の特性と来訪者の行為や用途に着目し

て ,建築毎に把握する。

4. 1. T1 ダウンタウンの空間特性

　T1 には , 演出空間をもつ空間特性が３タイプみられた。そ

れぞれを T1-A,T1-B,T1-C としてタイプ毎にみていく。T1 の空

間特性を図３に示す。

　図３より ,T1-A の空間特性は , 商業施設の中央を通る幅

3,000mm, 高さ 4,000mm のアーケードを [演出空間 ]として活

用し ,幅 4,000mm の [ 歩道 ]に隣接している。演出空間はベン

チ ,ポスター ,看板 ,壁面緑化がみられた。これは「アーケー

ド型」であり ,T1 に２件みられた。また ,行為は座位飲食 ,座

位会話,立位会話がみられた。これらより,T1-A の演出空間は,

アーケードに向けて店舗の間口があり ,来訪者が多人数で ,建

築の中を通行しながら店舗の雰囲気を体感できる空間であると

考えられる。

　T1-Bの空間特性は,建築と建築に挟まれた幅 6,000mmの路地 

を [演出空間]として活用している。演出空間は高さ8,000mmの

既存の信号機を活用したスクリーンや舞台,テーブル席,テント,

椅子,看板がみられた。これは「路地活用型」であり,対象地区

に２件みられた。また,行為は座位飲食,座位会話,立位会話,

イベント参加がみられた。これらより ,T1-B の演出空間は,建

築から路地へ用途の溢れ出しがあり,来訪者が多人数で集まって

盛り上がり, イベントに参加できる空間であると考えられる。

　T1-Cの空間特性は,平面駐車場の周囲を囲むように幅 2,500mm, 

長さ 6,000mmの可動式の仮設店舗を配置し,仮設店舗が接する幅

5,000mm の歩道を３つの[演出空間]として活用している。演出

空間は,キッチンカー,置型サイン,のぼり,ベンチ,看板がみ

られた。これは「仮設店舗型」であり,対象地区に１件みられた。

また,行為は立位飲食,立位会話がみられた。これらより ,T1-C

の演出空間は, 歩道を3つに活用することで,歩道上に特徴と賑

路地

図４　T2 の空間特性
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わいを創出し,来訪者が気軽に立ち寄ることができる空間である

と考えられる。

4. 2. T2 パールディストリクトの空間特性

　T2 には , 演出空間をもつ空間特性が３タイプみられた。そ

れぞれを T2-A,T2-B,T2-C としてタイプ毎にみていく。T2 の空

間特性を図４に示す。

　図４より ,T2-A の空間特性は ,外壁に高さ 7,000mm の入口が

あり ,建築内にある幅 4,000mm の路地を [演出空間 ]として活

用し ,幅 3,500mm の [ 歩道 ]に隣接している。演出空間はテン

ト ,テーブル席 ,植栽がみられた。これは「外壁囲み +路地型」

であり,T2に２件みられた。また,行為は座位飲食,座位会話,

立位会話がみられた。これらより ,T2-A の演出空間は ,外壁に

より歩道から分節され ,来訪者が店舗の雰囲気を一体的に感じ

られる空間と考えられる。

　T2-Bの空間特性は,1階の開口率が高い建築に面し,幅4,000mm

の [歩道 ]を３つの[演出空間]として活用している。演出空間

はテーブル席,自転車ラックがみられた。これは「歩道活用型」

であり,T2に７件みられた。また,行為は座位飲食,座位会話,

立位会話がみられた。これらより,T2-Bの演出空間は,建築から

歩道への用途の滲み出しがあり,来訪者が建築内部の様子を歩道

から見て立ち寄りやすい空間と考えられる。

　T2-C の空間特性は , 隣接する [ 自動車道 ] から 1,500mm 〜

2,000mm 高く , 幅 3,000mm の建築前のテラスを [ 演出空間 ] と

して活用している。演出空間は植栽 ,テーブル席 ,自転車ラッ

ク ,ポスター ,看板がみられた。これは「テラス型」であり ,T2

に４件みられた。また,行為は座位飲食,座位会話,立位飲食,

立位会話がみられた。これらより ,T2-C の演出空間は ,テラス

を建築の高さまで上げることで ,来訪者が落ち着いた雰囲気で

食事を楽しめる空間と考えられる。

4. 3. T3 パイオニア・スクエアの空間特性

　T3 には , 演出空間をもつ空間特性が２タイプみられた。そ

れぞれを T3-A,T3-B としてタイプ毎にみていく。T3 の空間特

性を図５に示す。

　図５より ,T3-A の空間特性は , ３〜４階建ての建築に囲ま

れ , 自然豊かな公園を [ 演出空間 ] として活用し , 幅 4,000mm

の入り口がある。演出空間はテーブル席 ,テント ,モニュメン

ト ,バスケットゴール ,看板がみられた。これは「広場活用型」

であり,T3に２件みられた。また,行為は座位飲食,座位会話,

立位会話 ,スポーツをする ,椅子に寝転ぶ ,野外ライブがみら

れた。これらより ,T3-A の演出空間は ,建築から公園へ用途の

溢れ出しがあり , 自然を体感しながら , 来訪者が寝転んだり ,

落ち着いた姿勢で憩うことができる空間と考えられる。

　T3-B の空間特性は , 幅 4,000mm の [ 歩道 ] を２つの [ 演出

空間 ]として ,建築の入口付近にある空間を活用している。演

出空間は看板 ,テーブル席 ,テントがみられた。これは「腰壁

囲み +歩道活用型」であり ,T3 に７件みられた。また ,行為は

座位飲食 , 座位会話 , 立位会話がみられた。これらより ,T3- 

B の演出空間は , 建築から歩道へ用途の溢れ出しがあり , 来訪

者が店舗の賑わいを歩きながら感じ ,気軽に立寄ることができ

る空間と考えられる。

4. 4. T4 フリーモントの空間特性

　T4 には , 演出空間をもつ空間特性が３タイプみられた。そ

図５　T3 の空間特性

植栽帯
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れぞれを T4-A,T4-B,T4-C としてタイプ毎にみていく。T4 の空

間特性を図６に示す。

　図６より ,T4-A の空間特性は , 幅 2,000mm の [ 植栽帯 ] に

隣接した幅 3,000mm の [歩道 ]を２つの [演出空間 ]として ,

建築の開口付近にある空間を活用している。演出空間は , カ

ウンター席 , 自転車ラック , テーブル席がみられた。これは

「腰壁囲み + 歩道活用型」であり , 対象地区に２件みられた。

また , 行為は座位飲食 , 座位会話 , 立位会話がみられた。こ

れらより ,T4-A の演出空間は , 建築から歩道へ用途の溢れ出

しがあり , 来訪者が店舗の賑わいを歩きながら感じられる空

間と考えられる。

　T4-B の空間特性は ,建築の軒下にあるテラスを [演出空間 ]

として活用し ,幅 3,000mm の [ 歩道 ]に隣接している。演出空

間は , 洋服 , パーゴラ , テーブル席がみられた。これは「テ

ラス + 歩道隣接型」であり , 対象地区に３件みられた。また ,

行為は座位飲食 , 座位会話 , 立位会話がみられた。これらよ

り ,T4-B の演出空間は ,建築の軒下にあるテラスを活用するこ

とで ,来訪者が大人数で会話し ,自然を感じながら落ち着ける

空間と考えられる。

　T4-C の空間特性は , モニュメントと建築の間にある広場を

[ 演出空間 ] として活用し , 幅 4,000mm の [ 歩道 ] に隣接して

いる。演出空間は , モニュメント , テント , 植栽がみられた。

これは「広場活用型」であり ,対象地区に１件みられた。また ,

行為は座位飲食 ,座位会話 ,立位会話 ,モニュメントを見るが

みられた。これらより ,T4-C の演出空間は ,建築から広場へ用

途の溢れ出しがあり ,来訪者が多人数で会話し ,芸術性に富ん

だ雰囲気を感じられる空間と考えられる。

　T1 から T4 に共通する空間特性の特徴をみていく。演出空

間には ,T1-C,T2-B,T3-B,T4-A の歩道を活用する「歩道活用

型」と ,T3-A,T4-C の広場を活用する「広場活用型」があった。

また ,T1-A,T1-B,T2-A,T4-B の歩道に隣接する「歩道隣接型」

と ,T2-C の自動車道に隣接する「自動車道隣接型」があった。

　これらより ,演出空間の空間特性は「歩道活用型」と「広場

活用型」である「活用型」,「歩道隣接型」と「自動車道隣接型」

である「隣接型」に大別できると考えられる。

　また ,「活用型」は開放的な空間であるが , 設置物により

滞留しやすい空間を演出している傾向がみられた。一方で ,

「隣接型」は高床や外壁などに囲まれた閉鎖的な空間である

傾向がみられた。

　以上のことから , ミクロスケールにおける演出空間の特徴

は ,４つのタイプ (歩道活用型 ,広場活用型 ,歩道隣接型 ,自

動車道隣接型 )に大別できるが ,立地場所の特性によって ,同

じ系統でも空間の用途と行為の関係が共通する部分と異なる部

分があることが明らかになった。

５.まとめ

　本研究では ,クリエイティブクラスの作り出す都市構造を明

らかにするために ,ソフト面とハード面に分類した指標を設定

し ,マクロ ,メソ ,ミクロスケール毎に T1から T4の特徴を把

握した。得られた知見を表３に示し ,以下にまとめる。

(1) マクロスケールにおける都市構造

　ポートランドとシアトルにおいて共通する指標をみていく。

図６　T4 の空間特性

植栽帯

8B U L L E T I N  OF JSSD　Vol. 65　No. 4     2019　　デザイン学研究 16



「D 多様な人材」では , 日本企業が多く集積していることがわ

かった。また ,「E 施設」では , コワーキングスペースの集積

と大企業の支援がされていることがわかった。

　一方 ,差異のある指標をみると ,ポートランドは「A 税制」

の優遇があり ,[TIF] と [BID] による都市再生がおこなわれてお

り,シアトルはない。また,シアトルは「E 施設」の[安価な住居]

と [研究機関 ]が整備されており ,ポートランドはない。

　ポートランドは消費税免除や法人税減免といった税制によ

る ,創造的な人材や企業の誘致 ,シアトルは国際的な都市であ

りながら低賃料のオフィスや安価な住環境といった ,低コスト

で活用できる施設の整備がされるとわかった。

(2) メソスケールにおける都市構造

　対象地区のT1からT4に共通する指標をみていく。「I オフィ

ス空間」の［規模］は小規模企業向け ,［形式］は新築とリノベー

ションが対象地区の３地区以上でみられる。また ,全対象地区

で「F 用途の複合化」と「G 公共空間活用」と「J 外観」がお

こなわれていることがわかった。

　ベンチャー企業やスタートアップ企業が ,都心部や都市近郊

において , 古い建築を改修し , 活用している傾向があるとわ

かった。

(3) ミクロスケールにおける都市構造

　演出空間の空間特性は「歩道活用型」と「広場活用型」であ

る「活用型」,「歩道隣接型」と「自動車道隣接型」である「隣

接型」があるとわかった。さらに空間の用途と行為をみると ,

「活用型」は開放的な空間であるが , 設置物により滞留しやす

い空間を演出しており , 立位会話やモニュメントを見るなど

行為の特徴がみられた。「隣接型」 は高床や外壁などに囲ま

れた閉鎖的な空間であり , 座位飲食やイベント参加など行為

の特徴がみられた。

　クリエイティブ産業における演出空間の特徴は ,立地特性と

空間の用途によって作用し ,モニュメントを見るやイベント参

加などの特徴ある行為を誘発しているといえる。

　以上のことより,ポートランドは,広域政府組織(メトロ)や 

PDC(ポートランド開発局)などの行政による良好な公共空間の

形成と,都市成長境界線の管理や公共交通機関の整備と,クリエ

イティブクラスの関係がコンパクトシティの実現に繋がっている

と推察される。一方,シアトルは,マイクロソフトやアマゾンな

どIT企業による大規模な再開発と,スタートアップ企業やベン

チャー企業によるオフィスのリノベーションとの両側面がクリエ

イティブクラスの活躍に寄与していると推察される。

　次に , 既報において対象にしたアムステルダムとベルリン，

本研究におけるポートランドとシアトルの都市構造を分析した

結果を比較する。４都市の共通点をみると，マクロスケールに

おいては，40 箇所以上のコワーキングスペースがある。メソ

スケールにおいては，コミュニティが育みやすい環境を活用し

た演出空間がある。ミクロスケールにおいては，演出空間は活

用型と隣接型に大別され，カフェやレストランといった建築用

途に加え，座位飲食，座位会話，立位会話といった来訪者の行

為がいくつも発生している。

　他方,明快な相違点を挙げると，マクロスケールにおいて，ア

ムステルダムとベルリンでは，研究機関の集積とスタートアップ

企業の推進，クリエイティブ産業のクラスター形成があるのに対

して,ポートランドとシアトルでは，大企業の支援や日本企業の

集積がある。同様にミクロスケールにおいて，アムステルダムと

ベルリンでは，外壁や建物に囲まれた演出空間があり，ポートラ

ンドとシアトルでは，歩道上を分割した演出空間がある。

　クリエイティブクラスが集積する都市では ,その成り立ちや

制度など背景が異なることから ,都市構造が異なることは推察

できよう。しかし ,対象とした４都市に共通する ,カフェやレ

ストランにみられる演出空間に複数の行為が重なるように発生

している点は ,他都市にクリエイティブクラスを誘導する際に

重要な知見といえよう。

　本研究では ,アメリカ合衆国のポートランドとシアトルにお 

いて ,都心部と都市近郊の従前用途が転換した地区を調査対象

とした。今後は ,クリエイティブクラスが集積する他都市へ研

究対象を拡大し ,先行研究で得られた知見と比較するなど ,分

析を深めていくことを課題とする。

表３　クリエイティブクラスの作り出す都市構造の特徴
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