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1．はじめに
1-1 研究の背景と目的
　近代以降、都市計画や都市デザイン分野においては、
社会的、文化的課題や都市化がもたらした新たな課題、
そして、地球規模に拡大するテーマに応答するかたち
で都市の理想像が提示され、様々な状況のなかで、そ
の理想とする都市像も変化してきた。また、近年、こ
うした都市の理想像に対する既存都市の性能や達成度
を相対的に評価するための仕組みや多様な指標による
評価システムが創出されている。さらに、こうした評
価システムは、都市が備えるべき性能、機能、在り様
について、その状態を多様な指標を用いて定量的、定
性的に捉えることを目指しており、換言すれば、これ
ら評価システムにおける評価の視点や指標に都市への
期待が込められていると言える。
　本研究は、時代の要請や都市や地域の様々な課題を
克服する都市の理想像の変化について概観するととも
に、近年、創出された都市評価システムにおける評価
の視点や評価指標等の特徴を分析することで、これか
らの都市が備えるべき性能や姿について考察する。
1-2 既往研究等における本研究の位置づけ
　都市像をテーマとしたものとして、古くは、E. ハワー
ド（1898）、T. ガルニエ 1)（1917）、ル・コルビュジェ 2)

（1935）、K. リンチ 7)（1960）、G. ダンツィグ 3)（1973）、
P. カルソープ（1986）などの著作があり、近年では、
J. ゲール 4)（2010）が人間中心と都市の重要性とあ
るべき空間像を示した。また、都市の将来像や理想像
について論じたものは複数分野で確認できるが、本研
究のように都市を評価対象とするシステムに注目し、
その傾向や特性を論じたものは見られない。
1-3  研究の方法
　本研究の流れを以下に示す。
１）資料収集およびデータ構築：関連図書・論文の収
集、インターネットを活用したキーワード検索により
都市像と都市性能評価システムに関する情報（作成主
体、評価カテゴリー・指標、対象都市数等）を収集する。
２）データ構築と分析：収集した情報を系列的、横断
的に分析するためにデータを構築し分析をおこなう。
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２. 近現代都市計画における都市像とその変容
　都市計画および都市デザイン分野においては、近代
以降、複数の都市像が建築家や都市計画家より提示さ
れ、その実現が希求されてきた。本章では、これらの
特徴や変遷について概観し考察する。
2-1 近現代都市計画における都市像
　これまでに提示された主な都市像は、概観するとそ
れぞれの特徴により以下の３つに大別できる。
１）都市構造提示型：　「田園都市」（E. ハワード）1 や「輝
く都市」（ル・コルビュジェ）など都市機能を図式的
に配置する形で都市構造や住宅地区の構造を提示した
ものであり、都市や機能配置の構成美を重視している。
２）都市機能誘導型：　「コンパクトシティ」（G. ダ
ンツィク）都市を構成する主要な機能の配置や関係性
を問い、効率的土地利用や生活利便性を重視している。
３）都市性能提示型：　「サステイナブルシティ」（R. レ
ジスター）、「レジリエントシティ」など、都市が有す
る性能や性質、災害等に対する抵抗性や回復力等に注
目した都市像、或いは「人間のまち」（J. ゲール）に
代表される人中心の都市デザインアプローチである。
2-2 理想的都市像の変容
　前節のように近代以降の都市像は、都市構造や機能
の図式的配置論に基づく理想像から、都市の性能や品
質を問い、理想的将来像追求型でない人や生活を中心
とした都市像あるいは都市のあり方へと変容した。

表１ 近現代都市計画における主な都市像の変遷



3. 都市性能評価ツールの分析
　文献調査とキーワード検索により得られた、121

の世界の評価ツールのうち、都市を対象とした性能評

価ツールを 32 個抽出した ( 表 2)。  評価ツールの作

成の背景と目的における記述に着目すると、「グロー

バル化」を背景とした「国際競争力」を目的とするも

のが多く、また、都市の「サステナビリティ」を評価

したものや、生活者の視点による「住みやすさ」や「生

活の質」を評価する目的の評価ツールも見られた。

　また、これらが評価する分野に着目し、①経済分野

(GDP、賃金水準など ) ②環境分野 ( 大気汚染、廃棄物

処理など ) ③社会分野 ( 交通、高齢化対策など ) ④総

合分野 ( 経済・環境・社会分野を総合的に評価したも

の ) に分類できた。

3-1 年代的傾向
　評価分野に着目すると ( 図１)、1995 年代以前は経

済分野の評価ツールが公表されているが、環境分野、

社会的分野の評価ツールは見られない。1995 年以降

には、都市を総合的に評価するツールが公表され始め、

2000 年代前半には、経済分野に加えて環境分野に特

化した評価ツールも公表されるようになり、総合的な

評価ツールも充実した。2000 年代都市の評価ツール

は充実し始めた。特に経済分野の評価ツールの公表数

は大きく増加した。また、社会分野に特化した評価

ツールも公表されるようになった。2010年代以降も、

それぞれの分野で評価ツールの公表が見られた。評価

ツール全体としては経済、社会、環境の順に数が多く、

総合的な評価ツールは全体の5割程度であった(図2)。 

3-2  作成主体による傾向
　評価ツールの作成主体は、研究機関がもっとも多い

( 図 3)。一方、評価分野に着目すると ( 図 4)、総合的

な評価ツールはどの業種においても開発されている

が、経済分野は主に研究機関や金融機関により開発さ

れ、社会分野は主に研究機関や国際機関により開発さ

れていることがわかる。

3-3 評価結果の提示方法による類型
　各評価ツールによる評価の提示方法により、都市性

能評価ツールを以下の 4つに分類できた ( 図 5)。

1) ランキング型 : 評価指標を都市間の相対評価により
指数化し、総合的な順位づけを行うもの。

2) データベース型 : 総合的な評価を行わず、各指標に
対する各評価を集約して提示したもの。

3) 認証型評価型：一定の評価の基準を満たした都市
に対して、規格認証や自治体賞を与えるもの。

4)「チェックリスト型」: 定性的なチェック項目型の
指標で構成されたもの。
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図 1　評価ツールの公表状況 図 4 作成主体による評価分野

図 5　評価結果の提示方法 図 6評価者による分類

表 2　世界の都市性能評価ツール

図 2　評価分野構成 図 3　作成主体構成　

※は具体的な都市を対象としない評価ツール。　評価者 (主体 :作成主体が評価 自己：自治体や個人が評価 )



4. 主要な評価ツールの分析
　前章で分類した、評価の提示方法による各類型にお

いて、主要な評価ツールの特徴の分析を行なった。

4-1  Global Power City Index( ランキング型 )
　Global Power City Index( 以下 GPCI) は、森記念財

団のシンクタンクである都市戦略研究所が開発した評

価ツールである。

　世界的な都市間競争下において都市の総合力を評価

することを目的とし、都市を相対的に評価し、順位を

つける総合的評価ツールである。2008 年以降毎年発

表され、2016 年では世界の 42の主要都市を対象に、

６のカテゴリ(1.経済2.研究と開発3.文化と交流4.居

住 5. 環境 6. 交通・アクセス ) における 70指標 ( 表 2)

で評価を行なっている。

　指標は基本的な統計から収集したもの ,Mercer の

Quality of Living survey から収集したもの、独自アン

ケートによって収集したもので構成される。カテゴリ

による指標の重み付けはされていないが、アンケート

による指標は比重を 1/2 にされている。また、現代

の都市活動を牽引する 5つのアクター ( 経営者・研究

者・アーティスト・観光客・生活者 ) が重視する要素

に基づき、それに該当する指標を 70指標から抽出し、

アンケートによる重み付けをしたアクター別ランキン

グも公表している（図 7）。

　都市の相対化比較による順位づけをしている一方

で、都市で活動する様々な視点を考慮した評価も行

なってているしたがって、それぞれの都市が持つ個性

的な強みについても評価しているため、各都市が世界

に誇る強みを把握するのに役立つものと考えられる。

4-2 European Green Capital( 認証評価型 )
　European Green Capital( 以下 EGC) は、欧州委員会

が開発した環境分野評価ツールである。

　環境問題の解決には地方自治体レベルでの取り組み

が重要であるとし、2010 年以降毎年、応募された欧

州における都市の中から最も評価の高い都市を表彰

し、都市の環境保全活動にインセンティブを与えるも

のである。

　図 8に EGC の評価プロセスを示す。評価は評価カ

テゴリに基づく定性的評価と、プレゼンテーション

による評価の 2段階評価によって行われる。EGC は、

専門家から環境分野における 12のカテゴリ ( ①気候

変動への対応、②交通、③持続可能な土地利用、④自

然と生物多様性、⑤大気質、⑥音環境、⑦廃棄物管理

⑧水管、⑨排水処理、⑩イノベーションと持続可能な

雇用、⑪エネルギー効率⑫環境管理 ) に対して、各パ

ネリストを選出する。次に、EGC の申請基準を満た

す自治体が環境分野における 12カテゴリに基づく情

報を ECに提供し申請を行う。パネリストは、申請都

市を評価し、最終候補都市を選出する。その後最終候

補都市はプレゼンテーションを行い、評価した上で、

最も評価が高い 1都市を欧州環境首都として選出し、

欧州環境首都賞 (European Green Award) を与える。

欧州環境首都は、環境保全活動における援助や助成を

受けることができる。

　以上のことから EGC は定性的な指標と、プレゼン

テーションの評価による、自治体の環境保全に対する

意識の向上を積極的に後押しする、パフォーマンス重

視の都市性能評価ツールであると言える。
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表 3　GPCI 評価指標 (2016)

図 8　EGC による評価のプロセス

図 7 経営者ランキングにおける評価指標の構築手法



4-3 Age Friendly Cities: A Guide( チェックリスト型 )
　Age riendly Cities: A Guide 以下 ( 高齢者に優しい都

市ガイド ) は、世界保険機関 ( 以下WHO) が作成した、

高齢化社会分野に特化した評価ツールである。

　WHOは、21 世紀の課題の一つとして高齢化社会

があることを背景に、「人々が都市を重ねても生活の

質が向上するように、健康、参加、安全の機会を最適

化するプロセス」と定義される「アクティブエイジン

グ」(2002) を提唱した。WHOはアクティブエイジン

グを都市レベルで取り組むために高齢化に優しい都市

の特徴をまとめ、2007 年にチェックリスト型の評価

ツールである高齢者に優しい都市ガイドを公表した。

　高齢者に優しい都市ガイドは８のカテゴリ ( ①屋外

スペースと建物②交通③住居④社会参加⑤尊敬と社会

的包摂⑥市民参加と雇用⑦コミュニケーションと情報

⑧地域社会の支援と健康サービス ) に基づく、169 の

定性的な評価指標によって構成される。

　ガイドの活用は、　自治体や非政府組織などによっ

て活用される。定性的な指標であり、具体的な評価方

法は決められていないため、各評価主体の方針にし

たがって評価 ( 高齢者を対象とした５段階評価のアン

ケート調査など ( 図 9) が行われる。

　以上のことから、　世界に優しい都市ガイドは、現

代の社会的な課題である高齢化社会分野に特化した、

定性的評価による、自己診断型の評価ツールであると

言える。

4-4 Urban Audit ( データベース型 )
　Urban Audit( 以下 UA は ) 欧州委員会が作成した、

総合的な都市性能評価ツールである。欧州における生

活の質の向上が期待されることを背景に、欧州の都市

間比較により、都市政策の改善を目的として開発され、

2003 年に公表された。評価の更新は指標によって異

なり、ウェブサイトにより評価を確認することができ

る。UAは、9のカテゴリ ( ①人口動態 )( ②社会的側

面③経済側面④市民参画⑤教育⑥環境⑦交通⑧情報社

会⑨文化とレクリエーション ) による 300 以上の指

標で構成される。評価の更新は指標によって異なる。

　　

　多くの指標に置ける多面的な評価をしているが、総

合的な評価は行なっておらず、人口構成や住居数など

の都市の性能を直接示さない基本的な指標含んでい

る。また、指標は定性的なものなく、すべて定量的な

指標のみで構成されている。以上のことから、UAは

評価される都市が指標毎による都市間比較を行うこと

で、都市の強みや課題を定量的に捉え、政策の改善に

役立てるものであると考えられる。

5. まとめ
　都市像は近代から現代にかけて、初期には都市を俯

瞰し、都市構造を機能的に決定する理想的な都市像が

描かれることから始まり、次に、都市の現状を鑑み、

利便性を高める誘導的な施策を求める都市像が描かれ

るようになった。その後、より生活者に近いスケール

で、都市に対する細やかな性能の向上を求める都市像

が描かれるようになった。

　近現代における都市像の変容を経た現代において、

開発されている都市性能評価ツールは、2000 年代以

前は主に経済分野での評価が重視されたが、2000 年

代以降は、環境分野、社会分野も重視され、次第に多

様化していった。都市性能評価ツールは、目的や評価

手法、活用などにおいて様々な特徴を持っていた。し

たがって、都市性能評価ツールは、様々な視点に基づ

き多様な都市像を描くことで開発され、現状の都市を

評価していると考えられる。

　また、都市性能評価ツールは、ランキング型のもの

が多数である一方、中には独自の視点による評価によ

るランキングにより、都市の強みを見出すのに役立つ

ことも考えられる。さらに、評価ツールは都市の課題

の把握に役立つものや、都市の性能の向上を促すもの

など、描かれた都市像に向けて都市を成熟させていく

効果があると考えられる。
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表 5　UA の指標例

表 4　高齢者に優しい都市ガイドラインの指標例
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図 9日本生活共同連合による高齢者に優しいガイドの活用例


