
1.はじめに

1-1 研究の背景

　周囲を海に囲まれた我が国には多くの海浜・港湾エリ

アがあり、古くから人々の営みを支えてきた。また、こ

の海浜・港湾部に隣接する都市部において我が国の総資

産の４分の３、そして人口の２分の１が集中し、人流や

物流の空間として機能しており、加えて、豊かな親水空

間を有するエリアは、海域との隣接空間（ウォーターフ

ロント：以下、WF）として都市居住者や来訪者のための

滞留や憩いの場として機能している。

　このようななか、海浜・港湾エリアは、観光や都市居

住の質的向上に繋がる空間として、さらには我が国、そ

して都市の競争力強化のための空間として期待されてい

る。しかしながら一方でその資源を活かせていない海浜・

港湾エリアの存在も否定できないことから、海浜・港湾

エリアの空間特性を解明し、その利用可能性を明らかに

することは重要な研究課題であると言える。

1-2 研究の目的

　本研究は、都市居住者や来訪者により回遊圏や生活圏

として利活用が図られている福岡市博多港港湾区域に隣

接する WF 空間を対象として、1) 分析対象地の空間形態

と立地面からみた特性と位置づけ、2) 踏査による空間

特性の把握、3）空間構成要素の組み合わせによる類型化、

4) 評価指標に基づく WF 空間評価、5)WF 空間の生活圏域

に立地する居住系施設の立地数との関係の解明をおこな

うことを目的とする。

1-3既往研究とレビューと本研究の位置づけ

　WFと周辺の環境に着目した研究には、荻野ら1)による都市

とWFの近接性に着目し、WF空間活用の知見を取集した研究

や、飯沼2)による人の行動特性を考慮した水辺空間へのアク

セス性評価方法を提案した研究がある。また、本研究の対象

地を取り扱った研究としては、金3)によるWFの開発過程を扱っ

た一連の研究がある。しかし、港湾区域隣接エリア全体を対

象とし、WF空間と利活用圏域内の施設立地との関係からその

利用可能性を明らかにした研究は見られないことから、本研

究の意義を見出すことができる。

1-4研究の対象地とWF空間の定義

　本研究では、博多港港湾区域に設定されている海水域

に隣接する空間を WF 空間と定義する。( 図 1) 尚、橋梁

は調査対象より除外している。

1-5 研究の方法

　研究の方法は以下のとおりである。（図2）

1）分析対象地の位置づけ：港湾法に基づく、国際戦略港

湾・国際拠点港湾・重要港湾(126港 )から人口の多い順

番から上位62港を選定し、このうち情報を得ることがで

きた61港を対象として、その港湾が面する最大人口の区

市町村の①主要駅から海際までの最短距離②主要駅の乗

降客数、③人口④中心部から海際までの最短距離⑤船舶

乗降人員を変数として用いたクラスター分析により分析

対象地の特性を解明する。

2）踏査による空間特性の把握：調査対象エリアの空間特

性を把握するために、①WF空間への接続の有無、②海水

域との境界物の有無および形状、③海水域との段差の有

無、④移動空間の状態（歩行者専用、歩車分離、歩車共存）

に注目し、空間情報を収集し整理する。

3）空間構成要素の組み合わせによる類型化：2）による

WF空間の特性に基づき調査対象エリアの類型化を試みる。

4）評価指標に基づく WF空間評価：WF空間の利活用にお

いては、①接近性（アクセス性）、②接水性（海水への接

触の可否、海域の視認）、③賑わい性（滞留装置の有無、

商業系施設の近接）が重要であると考え、この３つの性

能に基づいてWF空間の評価を行なう。

5）WF空間の生活圏域における居住系施設立地数との関係

から見た利用可能性分析：H20福岡市建物現況図をもとに

分析対象WF空間の海岸線における100メートル毎の地点

を中心とした半径 600メートルの圏域における居住系施

設立地数を抽出し、各地点に対する立地数等との関係を

把握するとともに、3）による空間評価をもとに考察する。
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2.分析対象エリアの特性

　研究対象地の位置する博多湾は、福岡県福岡市の東区、

博多区、中央区、早良区、西区に面しており、東西に約

20km、南北に約 10km、総面積は約 133km2 の内港である。

東部に海の中道や志賀島が、西部は糸島半島が位置し、

三方を陸に囲まれた港である。港湾口部には能古島が立

地している。4) 

2-1 立地特性による博多港の位置づけ

　対象とした港について、５つの変数を用い、階層クラ

スター分析 (ward 法 ) を行ない、①大都市型、②都心

近接型、③地方中規模都市型、④船舶乗降客中心型、⑤

船舶乗降客あり遠隔型、⑥船舶乗降客なし遠隔型の６つ

のタイプに類型できた。

　①は、横浜港、　大阪港など、人口や主要駅の乗降客

数が多く相対的に人が港に来る可能性のあるの特徴を持

つタイプであり、②は、博多港、神戸港など、都心と主

要駅から港湾が近接している特徴を持つタイプである。

また、③は、長崎港、清水港など、都心、主要駅のどち

らかもしくは両方が海際に近接しており、人口なども他

都市の平均より低い特徴を持つタイプであり、④は、鹿

児島港のみであり、船舶乗降客が港を利用する可能性が

他都市に比べ多い特徴を持つタイプである。さらに⑤は、

仙台塩釜港など、⑥は石狩新湾港など、それぞれ乗降客

利用の有無はあるものの都心や主要駅から遠隔地にある

の特徴を持つタイプである。

　拠点近接型である博多港は、他都市に比べ主要駅・中

心部からの距離が近いことが特徴であり、水際空間の利

活用において優位性があると言える。

3.WF空間の特性

3-1 WF空間の現況調査の概要

　本研究では、調査対象エリアの空間特性を把握するた

めに、①WF空間への接続の有無、②海水域との境界物の

有無および形状、③海水域との段差の有無、④移動空間

の状態（歩行者専用、歩車分離、歩車共存）⑤滞留装置

の有無と設置位置に注目し、空間情報を収集し整理する。

1）調査期間：平成 25 年 12 月（平日 4日、日曜祝日 1日）

および平成 26 年 1 月（平日 3日、日曜祝日 3日）

2）調査時間帯：WF 空間の状況が確認できる日中（午前

9時から夕方）

3）記録方法：踏査による記録調査。調査対象エリアを

含む住宅地図（縮尺 1/2500）に、WF 空間の断面形状、

空間構成要素を記録するとともに、デジタルカメラを用

いて現地の状況を撮影し整理をおこなった。

3-2 WF 空間の特性分析

　調査対象エリアにおける４つの調査項目について以下

の結果を得た。

① WF 空間への接続の有無：海際への自由な立ち入りと

立ち入り禁止の 2種類に大別できた。

②海水域との段差の有無および形状：砂浜や親水型階段

護岸、護岸等海水域など 5種類の形状があり、海水への

接触の可否並びに建物立地の 3種類に大別できた。

③移動空間の状態：歩行者のみの移動空間を歩行者専用、

海側に歩道がある移動空間を歩車分離、海側に車道ある

移動空間を歩車共存とし、整備された移動空間がないも

のを含め 4種類に大別できた。

④海水域との境界物の有無および形状等：フェンス、落

下防止柵、防波堤などの有無及び形状は 6種類あり、海

水域の視認の可否で 2種類に大別できた。

　また、これら４つの項目の状態の組み合わせにより、

調査対象エリアは、以下の 10 種類の W F 空間と立ち入

り禁止エリアに分類することができた。（図 3)

　尚、エリア内にて確認した橋梁部(11カ所,2475m,4.2%)
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凡例

性能の模式図
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については、分析より除外した。以下、それぞれの特徴

を示す。（カッコ内の数字は、区間数、区間長さ、エリ

ア全長に占める割合を示す。）

a. 接水型 (3 カ所 ,1447m,2.4%)：水に接することのでき

る空間のみで構成されている。整備された歩行空間がな

いことが特徴として挙げられる。

b. 接水＋歩行者専用型 (16 カ所 ,8571m,14.4%)：百道浜、

地行浜など砂浜に隣接する形で歩道空間を有するタイプ

である。ベンチやテーブル等の滞留装置も多く見られた。

c. 接水＋歩車分離型 (3 カ所 ,1012m,1.7%)：西戸崎、今

宿にある砂浜に隣接した歩道を有する移動空間である。

d. 接水＋歩車共存型（2カ所 ,696m,1.2%）：砂浜と歩車

共存道路が隣接する移動空間で、今宿などの住宅地に多

くみられた。

e. 視認可＋歩行者専用型 (25 カ所 ,7886m,13.3%)：各地

区において確認でき、滞留装置と共に整備されていた。

f. 視認可＋歩車分離型（5 カ所 ,2574m,4.8%）：水際に

面して歩道のある移動空間である。

g. 視認可＋歩車共存型 (20 カ所 ,6417m,10.8%)：水際に

並行して整備された移動空間である。　

h. 視認不可＋歩車専用型 (１カ所 ,282m,0.5%)：海際へ

の視線を遮るものがある歩行者専用の空間である。伊崎

漁港に立地している。

i. 視認不可＋歩車共存型 (1 カ所 ,102m,0.2%)：水際へ

の視線を遮り、かつ水際は歩行者と自動車が同じ空間を

利用する形状である。小戸公園入口付近に立地している。

j. 建物立地型 (9 カ所 ,520m,2.6%)：各地区に立地、商

業や渡船事業のために水際を占有する有料施設を示す。

k. 立ち入り禁止（30 カ所 ,26460m,44.5%）：水際に近寄

れない場所は一律で立ち入り禁止とした。

　現況調査の結果、都心部に近いWF空間は博多ふ頭、中

央ふ頭の一部を除いて、その多くは立ち入り禁止エリア

であった。逆に、都心から離れたWF空間は歩行者専用道

路や砂浜を有しており、親水性の高さが伺えた。

3-3 WF空間の性能評価

3-3-1 性能評価指標の設定とWF空間の評価

　WF 空間の利活用においては、①接近性（アクセス性）、

②接水性（海水への接触の可否、海域の視認性）、③賑わ

い性（滞留装置、施設の有無、商業系・交通系施設の近

接）、④歩行環境性(移動空間の状態)が重要であると考

え、この 4つの性能とそれぞれに関する指標に基づいて

WF空間の性能評価を行った。(図 4)

①接近性（アクセス性）

水際への到達の可否に関する性能指標である。全体の48%

が接近可能であり臨港地区を除き多く地区で接近性が高

いことが分かった。博多港港湾区域隣接エリアの多くは

水際近くまで近寄ることのできることが分かった。

②接水性（海水への接触および視認性）

②-1海水への接触：海水への接触の可否に関する性能指

標である。全体の 18%で接触可能（姪浜エリア、西戸崎

エリア等）であり、また、接触可能な土地の多くは公園

であった。博多港において海水への接触が可能であるの

は中心部から離れている。

②-2視認性：海域の視覚的な確認の可否に関する性能指

標である。全体で 48%が海域を視認でき、接近性評価と

同様に臨港地区を除き多くの地区で視認性が高い。すな

わち博多港港湾区域隣接エリアの多くは水際を視認し、

海を感じることのできると言える。

③賑わい性（滞留装置の有無、商業系・交通系施設の近接）

③-1滞留装置の有無：滞留を促す装置の有無に関する評

価指標である。滞留装置が確認できた地域は全体の 18%

であり、滞留性の高い地区は福岡の西側に多く、東側に

少ない。特に、姪浜地区や百道浜地区、地行浜地区は滞

留装置が多数見られた。
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①性能、居住系施設立地共に平均以上：

滞留装置等の多い姪浜、百道浜、博多

ふ頭などが抽出された。また、伊崎漁

港や姪浜漁港も抽出された。(図 6)

②性能が平均以上で居住系施設立地が

平均以下：接近性や接水性のある物流・

倉庫地帯のWFエリアや海ノ中道・西戸

崎地区などが抽出された。(図 7)

③ -2商業系・交通系施設の近接：商業系・交通系施設の

海際を独占した立地の有無に関する指標である。水を独

占しているのは全体の5%であり、海際は市民に開放され

ていることが読み取れる。逆に、海際を無料開放してい

る 2つの商業施設を含めても福岡の海際は商業利用が進

んでいないことも読み取れた。

④歩行環境性

歩行者専用や歩車分離の移動空間の有無に関する指標で

ある。全体の33パーセントが歩行環境性の高いエリアで

あり、1つの歩行空間の距離の平均が474mとなっており、

その空間に連続されるものが見られた。

3-3-2 WF空間の性能評価

　WF空間の接近性、接水性、賑わい性、歩行環境性に関

する 6つ性能指標について、それぞれの性能を有する場

合に１点を加点する方法を採用し評価を行った。接水性

や歩行環境の高い姪浜、百道浜、西戸崎エリアは高い値

を示し、また、都心近いエリアは博多ふ頭、中央ふ頭を

除くその多くは低い値を示した。都心に近い海際の整備

が望まれる。(図 5)

4.WF空間と近隣地域との関係

4-1 調査の概要

　WF空間と近隣居住者の生活圏との関係を解明するため

に分析対象 WF空間の海岸線における 100 メートル毎の

地点を中心とした半径 600 メートルの圏域に立地する居

住系施設立地数並びにその延べ床面積の合計を抽出した。

4-2 調査の結果

　海岸線上の各地点を性能が平均以上か以下か、居住系

立地の延べ床面積の合計が平均以上か以下かの組み合わ

せにより4つに分類した。
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図 9居住系施設立地との関係④
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③性能が平均以下で居住系施設立地が平均以上：西戸崎

のコンビナートの海際や長浜・港の立ち入り禁止エリア

が抽出された。(図 8)

④性能、居住系施設立地が共に平均以下：多くの立ち入

り禁止エリアが抽出された。(図 9)

　①で抽出した、伊崎漁港や姪浜漁港は、周辺に住居系

施設立地が多いが、WF空間は漁業系利用目的の整備のみ

行われているため、漁業系のみならず親水空間としての

役割も担うことができれば、さらに地域住民の利用の可

能性が広がることが指摘できる。また、③で抽出された

長浜・港エリアは周囲の居住系施設立地が多いため、立

ち入り禁止エリアとするのではなく、WF空間を開放する

ことで地域住民の利用の広がりの可能性を指摘できる。

5.まとめ

　本研究では、以下のことを明らかにした。

1)クラスター分析に基づき博多港を都心・主要駅から距

離が近い都心隣接型に分類し、位置づけを明示した。

2)調査に基づく、空間構成要素の組み合わせによる類型

化により、10の特性を把握するとともに、博多港の性能

評価を行う6つの指標を提示し性能評価を行った。

3）WF空間の生活圏に立地する住居施設立地と性能評価の

関係から水際空間の利用可能性を分析し、長浜・港地区

や伊崎・姪浜漁港の WFの地域住民のための整備等が WF

空間の利用に繋がる可能性を明らかにした。


