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1. はじめに

　前稿では、佐原での観光客の行動は重伝建地区内に留

まっており、回遊行動を重伝建地区周辺に広げるために

は、小野川・香取街道と、そこから派生する路地との結節

点が重要であることを述べた。

　本稿では、町並みの周辺へ人々の回遊行動を促す理論と

してその結節点に注目した「段階的回遊戦略」を提案し、

その中でもキーとなる「準回遊空間」、次に具体的なツー

ルとしての準回遊空間における「回遊性サイン計画」まで

を述べ、その４に引き継ぐこととする。

2. 段階的回遊戦略

　重伝建地区を中心とする町並みのエリアからその周辺

のエリアに出るときには、観光客にとって心理的なバリ

アーが働く。そのバリアーを最小限にするための戦略とし

て、「段階的回遊戦略」をとる。

2.1 概念１：準回遊空間

　町並み以外の空間に回遊を促すには、町並みの持つ強い

回遊性との関係が重要である。すなわち、町並みに存在す

る高い回遊性を町並み以外の空間へどう溢れ出させるか

を考え、それに合わせた新しい回遊ルートの選択をすべき

である。

　また、路地空間に観光客の回遊性をもたらそうと考えて

いるが、そのような場所に町並みから直接入るには非常に

大きな心理的なバリアーが働くことが分かっている。そこ

で「準回遊空間」という概念を持ち出す。準回遊空間とは、

町並みからは入りやすく、路地にも入りやすいといった、

まち全体での回遊を促進させるための緩衝帯となる空間

である。この準回遊空間によって、町並みから路地まで、

まち全体が大きな回遊性のある空間になる。

2.1 概念２：３段階の回遊レベル

　準回遊空間の概念によって、まち全体は回遊★★★、回

遊★★、回遊★の３段階の回遊レベルの空間に分類するこ

とができる。以下に詳細を述べる。

a. 回遊★★★（町並み）

　町並みを中心とする最も回遊性の高いエリア。あまりに

恵まれた環境であるがゆえ、他のエリアへの回遊を妨げて

いるとも考えられる。佐原では、整った連続した町並み、

香取街道、小野川沿いの安心して歩ける十字の明確な都市

構造が存在するため、高い回遊性が存在している。

b. 回遊★★（準回遊空間）

　町並みから他のエリアへ回遊する際には歩行者にとっ

て心理的なバリアーが働く。その中でも最も心理的なバリ

アーが少なく、かつ地域資源、または地域資源となりうる

資源のある場所に設定する。佐原では、下新町通りと横川

岸通りの２本の通りを準回遊空間として設定する。

c. 回遊★（路地空間）

　町並みの背景に存在する地域生活を支えてきた路地空

間を指す。佐原では、飲み屋を含む飲食店等地域の人々に

多く利用される店舗が多く存在する横川岸通り周辺の路

地空間に設定する。

2.2 サインによる回遊促進

　段階的な回遊性を創出する手段として、サインに注目す

る。段階的回遊戦略において、それぞれの回遊段階をス

ムーズにつなぐ適切な情報提供、すなわち、回遊★★★

から回遊★★、回遊★★から回遊★と、準回遊空間を巡る

各々の接合部におけるサインが重要である。

　サインに注目する理由は以下の通りである。

a. 空間演出と情報提示の両立

　回遊性の促進には、単なる情報の提示だけではなく、新

しい空間の演出が必要である。サインは、地図等の単なる

情報媒体と異なり、空間そのものに出現し、その場に応じ

て、求められる空間演出が可能である。

b. 設置しやすさ

　サインは、作業時間やコスト面で路面整備や壁面修景等

より比較的容易に設置することができる。よって、本格的

な実施の前に、設置するサインのデザインや配置を試行錯

誤したり、回遊性の効果を測定したりと実験や調査がしや

すい。

c. 管理のしやすさ

　永続的な提案として考えたときに、手間のかからなさが

重要となる。サインのような人々の負担の少ない計画が持

続可能性を持つのである。
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3. 回遊性サイン計画

　2.2 を受け、まず、現状把握として佐原駅南口から重伝

建地区のサイン・掲示マップの悉皆調査を行った。

3.1 評価方法

　調査を行うにあたり、以下の５つの評価軸を作成した。

表１：サイン・掲示マップの評価軸と評価方法
評価軸 評価方法

分布と種別 サイン・掲示マップの配置関係の把握
種別 サインが意図する目的、またはサインのパターン
表現方法 現状のサインのオリジナリティ、創意工夫
視覚的評価 情報伝達手段としての視認性
管理状態 設置されたマップ・サインの管理状態（老朽化、汚れ等）

3.2 調査結果

表２：サイン・掲示マップの類型化
種別 デザイン 数・場所・位置 評価

標
識
型

14 カ所 表示内容が統一され、二色使いで視覚
的にも見やすい。一方で、インパクト
に欠ける面もある。場所・位置は、自
動車にも歩行者にも認識できるように
設置したと考えられる。また、一方通
行の表示は自動車に親切。誘導型の色
が強い。

駅周辺、重伝建
周辺の主要交差
点
目線よりやや高
く１７０㎝から
２４０㎝と様々

路
面
型

17 カ所 路面に、また細かな歩数の表示は、と
てもユニークな表現。しかし、注意深
く見ないと足下にサインがあることに
気付かない。間隔が広いこと、また定
間隔にないことも原因だろう。経年変
化によりペイントが薄れているものも
多く、見づらくなっている。

駅から重伝建ま
での道路路側帯
上（主に交差点）
路面、路側帯に
埋め込み

中
域
型

10 カ所 焼き物仕上げで視認性には多少欠ける
が、小野川に調和していて、景観とし
てよい。小野川に面している場合、自
然と小野川を見ると目に入るので適正
な位置であると言える。「下新町の町
並み」という表記等、重伝建地区の魅
力をよく伝えている。

主に小野川沿い
の欄干

腰くらいの高さ
に斜めに設置

中
・
広
域
型

5 カ所 紙媒体のマップがなくてもこの掲示板
で網羅できる。主な観光施設の他に、
あまりスポットの当たらない場所もプ
ロットされていて興味深い。
詳細の英訳で、外国人観光客にもわか
りやすい。設置場所が少ないことが残
念である。

駅前、記念館駐
車場、ぶれきめ
ら休憩所前等
一般の掲示板の
高さ、大きさ

　佐原のマップ・サインは主に上記４種に分類でき、配置

と現状の動線はほぼ一致している。全体を通して、サイン

の分布には偏りがあり、また、全体的に見ると駅から南下

するにつれてサインが少なくなっていくことがわかった。

3.3 調査の結論

　調査結果から、現状のサイン計画の意図は、駅から小野

川への誘導と、忠敬橋を起点とした伝建地区中心部の比較

的狭い範囲での回遊であると考えられる。誘導と回遊の

比率は明らかに誘導が勝っており、現状のサイン計画は、

回遊性のための適切な情報提供ではなく、誘導型のサイン

計画であると言える。

3.4 回遊型サインの定義

　誘導型サインに対して回遊型サインは、あくまで選択性

を豊かにするものであり、ひとつの目的地への最短距離を
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示すものではない。このように人々の回遊の選択性を広げ

るサインをここで、回遊型サインと定義し、以下の６要素

を必要条件として提示する。

表３：回遊型サインの 6要素
誘導型サインの条件 説明

①歩行速度が遅くなる 誘導型サインが、効率的な人の流

れを促すのに対し、回遊型サイン

では、敢えて立ち止まりながら、

ゆっくりと歩くような行動を目指

す。いかに場所にインパクトを与

えるかということが重要になる。

②安心して迷える 予備知識のないまちでの回遊は、

楽しみとともに不安感を与える。

幸い、佐原の伝建地区はわかりや

すい構造をしている。そこで、小

野川を基点とし、迷っても基点に

戻れる安心アイテムとしてのサイ

ンが必要である。

③安心して曲がれる 人々は無意識のうちに通ってもよ

い道と、通りづらい道を意識して

いる。そこで、スムーズに、ため

らうことなく路地へ入っていける

よう、回遊空間と準回遊空間、準

回遊空間と路地の接合部にサイン

を設置する。

④発見感・期待感 まちの新たな魅力の発見、また路

地の先にあるものへの期待を促

す。とりわけこどもたちの発見感、

期待感を創出させるサインも同時

に考たい。こどもたちのまちでの

体験が、まちの持続性に通じるか

らである。

⑤地域性と場所性 誘導型サインでは、同一フォー

マットに則った明快なサインが求

められる。一方、回遊型サインで

は、道一本一本それぞれの持つ魅

力が伝わる、一定の秩序を持ちな

がらも変化に富んだサインが望ま

しい。

⑥交流のしかけ 一方的な情報提供だけではない、

地域交流を促すサインとしたい。

来訪者が歩くようになった路地空

間は、自ずと住民はその期待に応

え、直接的・間接的効果によって

より魅力的な空間に育っていく。

また、交流のしかけによって、住

民はサインの維持管理に関しても

意識を向けるようになる。
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