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中高生の視点から眺めた都市 

福岡市東区の中高生を対象としたフィールドワークによる考察 
 

 

後藤 則子 
 

1. 問題と目的 

1.1 研究の背景 

	 アメリカの都市計画家リンチ 1（1977）は、万人のた

めによりよい生活の質を実現するために、青年期の子

どもたちの視点も都市環境の評価に含むべきであると

主張した。青年期の子どもたちは、明日は大人となり、

都市環境という大人と同じ問題に直面する世代である

にも拘わらず、彼らの観点は見落とされがちであると

指摘し、アルゼンチンなど４か国 6 都市で、11－15 歳

の子どもたちを対象に実施した研究で、都市環境の利

用と認知が青年期の子どもたちの生活と成長にどのよ

うに影響しているかを明らかにした。アメリカの発達

心理学者ハート 2(1997)は、環境問題と子どもの権利

問題を関連させ、子どもの発達段階や能力に応じた子

どもの参画のあり方を提示した。2015 年、国連本部で

採択された 2030 年を目標年とする持続可能な開発の

ための目標（SDGs）は、目標 11 に「包摂的で安全かつ

強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する」を含む。すべての国及びステークホルダ

ーが共同的なパートナーシップの下にこれらの計画を

実施し、「この共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一

人取り残さない[no	one	will	be	left	behind]」と子

どもも含めたすべての人々において、これらの目標が

達成されるべきであると強調された（国連 3、2015）。	

1.2 問題 

 リンチ（1977）が『青少年のための都市環境』の中

で研究の対象として提示した「もはや小さな子供とは

みなされないが、まだ一人前の大人として扱われない

年頃」というのは、日本の社会においては、中高生の

頃（13 歳から 18 歳）に相当すると本研究では定義す

る。都市環境の評価に、子どもと大人との中間段階に

ある青年期の子どもの視点も取り入れられるべきであ

るとリンチが問題提起し、今日には、包摂的で持続可

能な都市及び人間居住を実現するために、子どもも含

め誰一人取り残さないという世界的な潮流が生じてい

るにも拘らず、未だ中高生の子どもたちの視点は見落

とされがちであり、都市環境の評価に組み込まれてい

ない。彼らは確かに目の前に存在し、子どもの中でも

とりわけすぐ次に大人の世代となり、明日には都市を

創る側の人間となるにも拘らず、都市を評価する際に

何の役割も与えられていない。	

1.3 先行研究 

	 子どもによるまちづくりや都市環境の評価に関連す

る先行研究では、小学生を対象とするまちづくりの研

究が多く、ワークショップなどの体験学習を通して、

自分のまちや身近な環境を知る機会を提供するものが

多い。研究の数としては、中高生や、中学生を対象と

した研究が少なく、高校生を対象とする研究には、地

域の大人と一緒に行なった商店街活性化などビジネス

をテーマとするものもあり、大人の一つ手前の世代な

らではのテーマ性が表れていた。中学生を対象にまち

に対する満足度を研究した峯・小出・梶島 4（1999）の

ように、子どもの視点を身近な環境づくりに取り入れ

ていこうとする研究はあったものの、さらに大きな観

点から、都市そのものを評価する指標に、大人の視点

と同様に中高生の視点も取り入れることを提案する研

究は見当たらなかった。また、子どもの成長を通して、

都市の成長を捉える研究も見当たらなかった。 
1.4 研究の目的 

	 本研究中で「活動の場」とは、子どもたちがよく行

く場所、友達とあるいは一人でよく集まる場所、利用

する場所と定義する。一度行ったことがある場所では

なく、何度か繰り返し行く場所で、そこで何らかの活

動を行ない、ある一定の時間を過ごす場所とする。成

長に伴う子どもたちの活動の場の変遷を明らかにし、

子どもたちが自分たちの活動の場を選択する時の視点

を捉えることで、中高生ならではの視点による都市環

境の評価軸や価値観を探ることを本研究の目的とす

る。さらには、中高生という子どもの成長を通して、

都市の成長を捉えることを試みる。 
2. 研究方法 

2.1 研究協力者 

	 本研究を実施するにあたり、リンチ(1977)の『青少

年のための都市環境』で提案されている「子供の空間

環境に関する国際研究のための調査指針改訂案」を参

考として研究協力者の選択を行い、福岡市東区千早近
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辺に在住で、同じ中学校を卒業し、現在はそれぞれ違

う高校へ進学している 15-16 歳の高校生 6 人とその保

護者に協力を依頼した。またリンチ（1977）の助言に

従い、「研究対象の特定集団との直接的かつ友好的な

接触をとりもってくれる＜縁故＞」の役割を担う者と

して、研究協力者と同世代である筆者の長女 R も研究

協力者に含んだ。	

2.2 研究対象地の概要 

	 研究協力者の子どもたちが住んでいるのは、福岡市

東区千早周辺である。福岡市東区は、1977 年、福岡市

総合計画（第 4 次マスタープラン）において、東の副

都心として位置付けられており、特に千早や香椎周辺

では香椎副都心整理事業が行われ、市民の生活の核と

しての役割を担う開発が も進む地域である。	

2.3 研究手順 

第 3 章「都市を評価する指標」では、文献と先行研

究による資料分析および考察を行なう。第 4 章「結果

と考察 I	中高生の活動の場」では、協力者と保護者に

アンケートを行ない、それらの情報に筆者がフィール

ドワークや子どもたちへのグループ・インタビューで

得た情報を補足し、「活動マップ」として視覚的に表

現し考察を行なった。その際には、東京大学高橋研究

室 5（1995）の『東京 1995』を参考にした。第 5 章「結

果と考察 II	フィールドワーク・インタビュー」では、

キャナルシティ博多をフィールドとして、イメージ地

図、子どもたちに同行して行なった行動観察、グルー

プ・インタビューなどを元に、子どもたちがその都市

環境をどのように評価しているか、子どもたちの視点

を考察した。また大人の視点と比較するために、キャ

ナルシティ設立・運営企業 福岡地所広報担当 M 氏な

ど、キャナルシティに関連がある大人 3 名にもインタ

ビューを行なった。	

3. 都市を評価する指標 

大人が作る都市を評価する指標が、どのような評価

軸を元に作成されているのかを探るために、先行研究、

および文献から調査を行なった。 近は、都市の創造

性（クリエイティビティ）や先端文化に敏感な人々へ

の魅力など、将来的な成長につながる特化した観点に

注目する指標も出てきたことが明らかになった。	

4. 結果と考察 I 中高生の活動の場 

4.1 活動マップ 

	 子どもたちの活動の場の変遷や、活動の場を選択す

るときの独自の視点を明らかにすることを目的とし、

協力者 6 人の活動マップを作成した（図 4-1 参照）。	

	
Case	1:	子どもだけで遠くに行けると思っている S	

	 現在高校 1 年生女子（15 歳）。今のまちには生まれた時から住んでおり、引っ越しを経

験したことがない。母親の地元も福岡で、親戚も皆、近所に住んでいる。	

	 小学生 4 年生くらいまでは、自宅から一番近く、徒歩 2 分のところにある千早公園が活

動の場だった。公園ではブランコや滑り台をしたり、ケイドロや鬼ごっこをしたりして遊

んだ。公園の桜が綺麗で、水道もあるところが好きだった。この公園は、夏休みのラジオ

体操等、子ども会の行事も行われていた場所なので、母親にとっては安心して S を遊びに

行かせられる公園だった。ただ公園は、車の往来が激しいバス通りに面しており、横断歩

道を使うよう親には言われていた。小学校 5-6 年生になると、自転車で 15 分ほどかけて

イオン香椎浜まで週に 1-2 回行くようになった。ここは自宅の近くで一番大きなショッ

ピングモールだった。ゲームセンターでプリクラをした。たくさんお店があるのも楽しか

った。	

	 中学生になると、イオンでプリクラだけでなく、買い物をしたり、フードコートで友達

とおしゃべりをしたりして過ごすようになった。S がイオンに行く目的は、小物を買った

りプリクラをしたりすることだと分かっていたので、親は特に不安に思うことはなかっ

た。親自身もイオン香椎浜にはよく行くので、S がそこに行くことに不安は感じなかった。

中学 2-3 年生になると、博多駅、キャナルシティ博多、天神のソラリアプラザ、パルコに

JR の電車とバスに乗って月に 1-2 回出かけるようになり、洋服の買い物、プリクラ、映

画などを楽しんだ。そこに行くには電車、バス、徒歩で 30 分ほどかかるが、もう「子ど

もだけで遠くに行けるようになった」と思った。そこには、たくさんの物が売っていて欲

しい物は何でもあった。キャナルシティには友達に誘われて行くようになった。博多駅や

キャナルシティに行くのも、食事や映画という目的がはっきりとしていたので、親は特に

心配はしていなかった。	

	 高校は、隣の博多区まで電車で通う。通学路に飲食店がたくさん並んでいて、ついお

金を使い過ぎてしまうほどだ。週末も午前中は部活のため、平日週末共にほとんどゆっ

くりできる時間はなく、まちへ出ることもなくなった。 
	

図 4-1 S の活動マップ 

4.2 結果と考察 I 中高生の活動の場 まとめ 

	 活動マップ、アンケート、インタビューにより、以

下のことが明らかになった。	

1）子どもたちの活動の場の変遷	

	 小学生の頃は、公園や図書館など徒歩で行ける場所

が活動の場であったが、やがて中学生になると、活動

の場は自転車で行ける商業施設に移行し、すべての子

どもたちが電車などの公共交通機関を利用して、博

多、キャナルシティ博多、天神などのまちに出るよう

になった。高校生になると、通学で14kmも離れた隣の

郡や市まで通うようになるものの、学業が忙しく週末

もまちに出る時間もないということが分かった。中学

生の時期が一番、活動領域が広がり活発な時期だとい

うことが明らかになった。また、協力者の子どもたち

2016/12/31 23:06地理院地図

1/1 ページhttp://maps.gsi.go.jp/#14/33.628628/130.442562/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&lcd=std&vs=c0j0l0u0f0

500 m

イオンでプリクラ	

近所の街

並み	

S の活動マップ	 	 ●小学生	 ●中学生	 ●高校生	

出展：国土地理院ホームページ	 標準地図を筆者にて一部加工
（http://maps.gsi.go.jp/#14/33.603647/130.418143/&base=std&ls=std&disp=1&lcd=std&

vs=c0j0l0u0f0）2016 年 12 月 31 日取得。	

千早公園	

キャナルシティで映画	 	 	 	 高校の通学路に並ぶファストフード店	 	 将来の夢	



	9-3	

が活動の場として、キャナルシティ博多を選択してい

ることが分かった。	

2）子どもたちが都市環境を評価する視点は以下である

ことがわかった。	

• 安心、安全、アクセスが容易であること 
• 友達と一緒にやりたい活動ができる空間であること 
• トレンド・流行に接することができること 
• 親に許可される場所性であること 
• 仲間うちで認知されておりランドマークとなり得る

ような空間であること 
• 安価な飲食店、コンビニが利用しやすい場所にある

こと 
• 景観（建築物の高低）、工事現場や荒れ地の有無、

人の気質で都会度を測ること 
3)公共施設に対する中高生たちの期待	

	 駅前に設立された 新の公共施設により、まちは都

会らしく変貌を遂げたが、図書館も自習室も子どもた

ちが期待したような使い方ができず、大人と子どもで

開発に対する期待が食い違うことが明らかになった。	

5. 結果と考察 II フィールドワーク・インタビュー 

5.1 キャナルシティ博多の概要 

	 キャナルシティ博多は、1996 年に福岡市博多区に開

業した複合商業施設であり、その建設は、福岡市の政

策においては、福岡の地場企業、福岡地所主導による

住吉一丁目地区第一種市街地再開発事業として位置付

けられている（表 5-1 参照）。2016 年 4 月には開業 20

周年を迎え、2015 年度の来場者数が過去 高の 1,648

万人を記録した（福岡地所 6、2016）。	

表 5-1 キャナルシティ博多施設概要 (2017 年 1 月現在) 

建物名称 キャナルシティ博多 

所在地 福岡県福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番地 

開業 1996年4月20日 

事業主体 福岡地所株式会社、福岡リート投資法人 

運営管理 福岡地所株式会社 

敷地面積 約43,500m2 

延床面積 約252,500m2 

主要用途 専門店、飲食店、映画館、劇場、アミューズメント施

設、ホテル、ショールーム、オフィス、駐車場 

デザインプ

ロデュース 

ジョン・ジャーディ・パートナーシップ社  

(THE JERDE PARTNERSHIP, Inc.) 

5.2 キャナルシティ博多までのイメージ地図 

	 協力者の高校生 S、W、R の 3 名に、自宅からキャナ

ルシティ博多までの地図を描いてもらった（図 5-1）。

子どもたちが自宅からキャナルシティまでの空間をど

のように認識しているか、都市環境にある様々な要素

の中で、どのようなものをピックアップしているかを

明らかにすることを目的とした。	

	 子どもたちが描いたイメージ地図から、子どもたち 
は目的地までの交通手段と時間を大事な要素として認	

 

識していることが分かった。電車やバスに乗っている

間に見える環境要素は、一切、地図に描かれてなく、

徒歩で行く空間上の要素のみがピックアップされてい

た。目的地のキャナルシティに近づくほど、多くの要

素を正確に認識している。また方向性を捉える時に子

どもたちは、「イルミネーション」がある側、「正面

の出入り口」側など、そこで視覚を通して認識される

イベントや物、あるいは、人混みの多さや人の流れな

どから感じとられる正面らしい雰囲気を頼りに、方向

性を捉えていることが分かった。	

5.3 キャナルシティでフィールドワークとグループ・

インタビュー 

	 筆者が協力者の高校生 S、W、R の 3 名に同行し、キ

ャナルシティで行動観察、グループ・インタビューを

行なった（表 5-2 参照）。考察においては、筆者がこ

れまでに行なったキャナルシティに訪れていた中高生

の行動観察や、キャナルシティに関連がある大人 3 名

に行なったインタビューも交えつつ考察を行なった。	

表 5-2 キャナルシティにて行動観察・グループ・インタビュー	

実施日 2016年12月18日（日）晴れ 

時刻 15：35 千早駅出発/18：30 千早駅に戻る、解散 

協力者 高校生、女子、S、W、Rの3名 

実施場所 福岡市東区 千早駅ーキャナルシティ博多ー千早駅 

目的 協力者の子どもたちが自宅からキャナルシティまでの空間

でどのような行動を取っているかを捉えることで、中高生

にとってキャナルシティ及びその周辺がどのような場所に

なっているかを明らかにする。 

観察方法 筆者が、高校生3人に同行し、承認された部外者として観察

を行なった。観察中は普段通りに振る舞ってもらうよう依

頼。プリクラを撮る時や、飲食をする時には、筆者も一緒

に参加した。写真とメモを用いて記録した。 

グルー

プ・イン

タビュー 

（1）JR千早駅にて電車を待つ間、（2）キャナルシティ博

多内、アイスクリーム店 コールド・ストーン・クリーマ

リーにて、店内で飲食後テーブルに座ったまま行なった。

半構造化インタビュー。正確な記録のために録音をした。 

以下の点が明らかになった。	

1）アプローチ空間の重要性	

	 中学生になった子どもたちは、大人に教えられた川

端商店街を通るのではなく、博多駅からはかた駅前通

りを歩いて行くというアクセスを選択していることが

図 5-1 R が描いた千早からキャナルシティまでのイメージ図 
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わかった。はかた駅前通りでは、横一列に並び、ただ

ただ友達とおしゃべりをしながらキャナルシティまで

歩いて行く。子どもたちの中では、キャナルに行くと

いう行為は、例えば、友達とシェイキーズに行くと決

めた時から既に始まっており、この高揚した気分を盛

り上げてくれるのは川端商店街ではなく、はかた駅前

通りを通り抜けて、イーストビルのあの緑の景色を眺

めてからでないと、キャナルに行ったことにはならな

い、という思いがあるのではないだろうか。はかた駅

前通りがやや右に曲がっているため、はかた駅前通り

に入ってすぐにキャナルシティは目視できないが、変

形の5つ角交差点に来てイーストビルの緑の壁面が少

しだけ見えるようになったところで、子どもたちの高

揚感は一気に高まる。はかた駅前通りの空間は中高生

にとって、平松7（2000）が建築家安藤忠雄の光の教

会を見て表現したように「そこを歩くことで日常の世

界から（中略）非日常の空間へと導かれる、気持ちを

切り替える場」、つまりはキャナルシティへ続くアプ

ローチ空間になっていることがわかった。	

2）複雑な動線が生み出す満足感：「背伸びの距離感」	

	 中高生たちは、施設の中央に位置するステージを中

心として何層にも重なるフロアを垂直方向に結ぶエス

カレータや、幾つものゾーンを水平方向に結ぶブリッ

ジを常にウロウロし、行き交う人々から「観る」「観

られる」というシーンを創り出している。こうした子

どもたちの動きは、イオンや天神などでは見られない

動きである。中高生たちはその空間を、少し背伸びを

したオシャレな格好でウロウロする。福岡地所広報M

氏が表現したように、中高生にとってキャナルシティ

は、なんでも買えるリアルな場所ではないだろう。し

かし色々な服装や振る舞いで自分のアイデンティティ

を試そうとする青年期の中高生には、キャナルシティ

は「背伸びの距離感」が丁度良く、他の場所では味わ

えない満足感が満たされる空間になっているのではな

いだろうか。	

3）プリクラに表れるキャナルという「場所の特別性」	

	 子どもたちはキャナルで撮ったプリクラを切り取っ

て、他の友だちの目にも止まるようにカンペンケース

に貼ったりしていたことがわかった。これは、イオン

で撮ったプリクラには起こっていない行為だった。こ

のことから、キャナルシティで撮ったプリクラは特別

であり、中高生の子どもたちにとってキャナルシティ

は、特別な場所となっていることがわかった。	

4)循環と成長:「繰り返し訪れる」ことでの成長の確認	

	 幼い頃、キャナルシティに大人に連れて来てもらっ

ていた子どもたちは、やがて中学生になり今度は友達

同士でキャナルシティにやって来た。そして高校生に

なった今も、新しい友達を連れてまたキャナルシティ

を訪れていることが分かった。キャナルシティを訪れ

ることで子どもたちは、電車の乗り方を覚え、はかた

駅前通りの整備について、自分たちの立場を超えて提

案もできるようになっていることも分かった。キャナ

ルシティを起点とする行為は循環しており、キャナル

シティに繰り返し訪れることで、子どもたちは成長を

確認していることが明らかになった。	

5）将来に対する展望：「10年後も住んでいる」	

	 子どもたちは10年後も福岡に住んでいるだろうと思

っていることが分かった。	

6. 総括 

	 本研究により以下が明らかになった。1）中高生の子

どもたちは、大人とは異なる独自の視点で都市環境を

評価している。キャナルシティは、そんな青年期の子

どもたち独自の視点で選択された場所の一つである。

2）キャナルシティは中高生たちにとって、他では得ら

れない満足感が得られる「背伸びの距離感」が丁度良

い特別な場所となっている。それはアメリカの都市計

画家ラウス 8（1988）が言う「自分の存在価値を見出し、

誇りがもてる」ような特別な場所と言える。そこを繰

り返し訪れることで、中高生たちは自分の成長を確認

する場所にもなっている。3）この他では得られない都

会的で洗練された非日常性を「都会性」と定義する。

都市にこのような中高生が「都会性」を感じる場所が

あることで、明日を担う中高生たちはその都市に 10 年

後も住み続けたいと願う。それはその都市の将来の成

長を約束することに等しい。都市を評価する指標に、

中高生を都市にとどまりたいと思わせる「都会性」を

感じる場所があるかどうかは、都市の成長を測る新し

い指標の一つとなり得るのではないだろうか。 
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