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解説

本書は，都市環境と人との関わり方とそれを考慮した環境デザインのあり方について書かれた環境心理行動学

の入門書である。まず世界各地のさまざまな都市の魅力をその成り立ちごとに見たうえで，都市を観て，感じて，

めぐって，わかり，そして好きになる，という私たちの日常的な体験を解き明かし，次に都市空間を共用する人と

の間のとり方や，犯罪から守り，災害を防ぐ安全で安心できるまちづくり，そして最後に，だれもがともに暮らしや

すく心地よい都市環境のデザインのあり方について述べている。

本書は，都市・建築デザインの専門家だけはなく，環境デザインをこれから学ぼうとしている人たちや，自分の身

近な都市環境を見直してユーザーとしてうまく使いこなしたいと思っている人たち，そして将来の都市を担う子ども

たちの教育にあたっている人たちに向けて書かれている。 そのために，写真や図を多用して，できるだけわかり

やすい構成としている。
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Introduction
This book introduces concepts of environment-behavior studies as it relates to everyday
urban life. After first reviewing some of the factors making up the appeal of different cities in
the world, which have all developed under varied conditions, it illustrates the theories
behind how we humans look at, experience, explore, make sense of, and come to feel an
affection for urban spaces. It then goes on to examine the mechanisms by which city
dwellers are able to share the limited space available without disturbing each other; also
considered are measures for crime and disaster prevention, with reference to many real-life
examples and suggestions. The discussion ends with an overview of universal design, or
environmental design that enables all members of society to access and use public spaces.
The book is intended not only for professional architects and urban planners, but also for
beginning students of environmental design, general readers who wish to learn how to use
their physical environment efficiently, and teachers of the younger generation—the future
users of urban spaces. Rich photographs and illustrations ensure clear and easy
understanding.
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１.形づくる
都市の成り立ち

ヴェネツィア（イタリア）

ある都市を訪れて魅力を感じるのは，ほかでは見られないその都市ならではの特徴，つまりアイデンティティを見出すからだろう。
それは，地形など周囲の自然環境との調和や，そこでこれまで長年にわたって営まれてきた人間活動によって形づくられた都市空
間であったり，またそれを基盤として現在も行われている人々の生活のあり様であったりする。本章では，世界の都市を，その特徴
を生み出しているおもな条件ごとに紹介し，そこを訪れることで味わうことのできる魅力のもとを探っていきたい。



２. 観る
景観

シカゴ（アメリカ）

国の定めた景観法を受けて，それぞれの地方自治体が条例を制定するなど，行政が景観整備を推し進めようとしている地域も少
なくない。一方，そこに住む市民の間にも，まちづくりに対する関心が高まり，専門家に任せてしまうのではなく，積極的に関わって
いこうという意識が芽生え始めている。本章では，そもそも景観とは何かを問うことから始め，それがもたらす価値や効用，そして問
題点について具体例から学び，また時刻によって姿を変える都市の実像を夜景やライトアップも含めて再認識する。



スペイン階段（ローマ）

３.感じる
体感する都市

ある都市を訪れた人がそこでの体験を語る際には，視覚的なイメージによる場合が多い。そこで目にした対象が視覚的にまとめら
れて名づけられ，また写真などで強化されることで視覚的記憶が優位になるためである。一方，聴覚や嗅覚による都市の体験は，
騒音や悪臭といったネガティブな面が強調されがちである。しかし近年，これまで見逃されてきた視覚以外の豊かな都市の感覚体
験を再認識しようとする動きがある。本章では，さまざまな感覚を通して体験される都市について，具体例を示しながら見直したい。



４.めぐる
シークエンス体験

パサージュ（ライプチッヒ）

「我々は移動するために知覚する必要あるが，同時に知覚するために移動することが必要なのである」というのは，Ｊ．ギブソン
の言葉である。物の表面の凹凸が指先をすべらすことではじめてわかるように，都市空間はそこをめぐることで見えてくる部分があ
る。動いて得られるものは視覚的イメージに限らず，探索的な移動行動によって環境の情報も得られる。本章では，都市をめぐるこ
とで得られる種々の環境情報について，その考え方や客観的なとらえ方を解説し，それらによる心理・行動への影響を探りたい。



ボストン（アメリカ）

５.わかる
ウエイ・ファインディング

私たちは，自分の住んでいるまちをどのように把握し，記憶しているのだろうか。自宅を出て目的地に支障なく行き，迷うことなく
戻ってくる。この一見あたりまえの行動を支えている環境について見直してみる。都市が巨大化・複雑化し，またグローバル化にと
もなって国を越えた人の行き来も増すなかで，迷わずに移動することがますます困難になることが予想される。本章では，都市の
空間的な認識について，認知マップに基づく考え方を中心に学ぶとともに，文化による空間のとらえ方の差異についても考える。



６.好きになる
場所愛着

承徳（中国）

人とその人が住んでいる環境との心理的な絆を「場所愛着（ｐｌａｃｅ ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）」という。自分が生まれ育った故郷に対して抱
く郷愁は，その典型的な例である。このような場所愛着は，自分の生活環境に対する関心を強め，認識を深め，そこを守りより良く
しようという行動につながる。そして，そこにともに住む人々と良好なコミュニティを形成する原動力ともなる。一方，都市に新しく住
み始めた住民には，このような意識が希薄である。本章では，都市に場所愛着を醸成するための必要条件について考える。



東京

７.間をとる
公共空間のエコロジー

恵比寿（東京）

人が多く集まる都市の生活のなかで，例えば，バスや電車を待つときや電車の座席を選ぶときに他人と適度な間隔をあけたり，
また会話をするときにちょうどよい間をとることを無意識のうちに行っている。本章では，そのような行動について動物行動学から
説き起こし，多数の人が高密度に居住する都市環境のなかで生活する人々相互の情報授受における調整メカニズムとして，パー
ソナル・スペース，テリトリー，プライバシーなどの働きや，それを考慮した居心地のよい都市の環境デザインについて考える。



渋谷センター街（東京）

８.犯罪から守る
都市の防犯

セントルイス市のプルーイット・アイゴー団地は，設計競技で選ばれた高名な建築家の設計で建設されたが，２０年を経ずして市当局
によってすべて取り壊された。そこで多発する犯罪の原因が建築のつくられ方にあると判断されたためである。この出来事は，建築空
間のあり方が人間行動に影響し得ることの端的な証拠としてよく引用される。では，どのような構築環境のあり方が犯罪を誘発したり
防いだりするのだろうか。本章ではこれまでの防犯設計について基本的な理論を整理しながら，具体例を交えて考えてみたい。



東日本大震災（宮城県気仙沼市）

９.災害を防ぐ
防災都市

「災害は進化する」といわれる。災害因である自然現象そのものは変化しなくても，人間社会が多くの技術によって支えられる複雑
な社会となるにともなって災害も進化し，これまでにない被害が発生するようになる。災害因が同じでも，その発災時刻や場所によっ
て大きく異なる事態に対処するには，社会の備えや，災害に直面した際の私たち自身の心理・行動を知ることが必要である。本章で
は，自然災害，技術的災害の特性を認識し，それに対する取り組みについて概観して，今後の都市防災のあるべき姿を考える。



10.ともに暮らす
ユニバーサル・デザイン

バンクーバー（カナダ）

都市にはさまざまな人が暮らしている。子どもから高齢者，男性と女性，健康な人，病弱な人，障がいをもった人，その国で生ま
れ育った人，外国から来た人など，それぞれが生活する都市環境との関わり方は一様ではない。それぞれ環境の感じ方や見方，
とらえ方が違うからである。本章では，個人の多様性を生み出すメカニズムを考えるためのモデルを学んだうえで，子ども，高齢者，
障がいをもつ人たちなどついて，環境との関わりの特性を把握し，その行動を支える環境デザインについて考える。



——城市规划理论·设计读本
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作者：[日] 大野隆造 小林美纪
出版社：中国建筑工业出版社
出版时间： 2015-06-01
ISBN：978-7-112-17815-5

本书作者以丰富翔实的插图和深入浅出的文字，
向读者展示出安全与舒适的城市环境图景。书
中首先对形成世界各地城市魅力的因素进行了
区分，在此基础上，对日常生活中的城市体验

进行了分析，包括观看、感知、游览、认识、
以及对城市的喜爱。其次，说明了如何协调城
市中人与人之间的关系，并防止犯罪和灾害的

发生，从而建设可以让人安心的安全城市。最
后阐述了适合居住的城市环境所应具备的条件。

本书不仅以建筑师和城市规划师为读者，还面
向对此感兴趣的普通大众，以引起民众对城市
与建筑的关注。

本書の中国語版が「人的城市」として中国建築工業出版社より2015年6月に出版
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