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仙台仙台仙台仙台のののの「「「「地域地域地域地域」発見」発見」発見」発見！！！！基礎論基礎論基礎論基礎論

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

泉中央泉中央泉中央泉中央

★TGU
記号化記号化記号化記号化ささささ

れた景観：れた景観：れた景観：れた景観：

地図地図地図地図

★TGU

・・・・景観景観景観景観的的的的 … 高層ビル高層ビル高層ビル高層ビル,繁華街繁華街繁華街繁華街

・・・・機能機能機能機能的的的的 … 交通ターミナル交通ターミナル交通ターミナル交通ターミナル，，，，官公庁官公庁官公庁官公庁

⇒⇒⇒⇒ CentralBusinessDistrict
・・・・歴史歴史歴史歴史的的的的 … 城跡城跡城跡城跡，，，，旧都心旧都心旧都心旧都心「「「「芭蕉の辻芭蕉の辻芭蕉の辻芭蕉の辻」」」」

・・・・ ((((中心部から中心部から中心部から中心部から)))) 高層ビル高層ビル高層ビル高層ビル街街街街 ⇒⇒⇒⇒ 低層低層低層低層

密集市街地密集市街地密集市街地密集市街地 ⇒⇒⇒⇒低層低密度市街地低層低密度市街地低層低密度市街地低層低密度市街地

⇒⇒⇒⇒ 郊外郊外郊外郊外住宅団地住宅団地住宅団地住宅団地 ⇒⇒⇒⇒ 近郊農村近郊農村近郊農村近郊農村

・・・・街路パターン街路パターン街路パターン街路パターン … 計画性計画性計画性計画性を示唆を示唆を示唆を示唆

・・・・機能のまとまり機能のまとまり機能のまとまり機能のまとまり… 商店街商店街商店街商店街，，，，官公庁官公庁官公庁官公庁，，，，

産業地区産業地区産業地区産業地区，，，，住宅団地住宅団地住宅団地住宅団地 etc.

都市空間の「都市空間の「都市空間の「都市空間の「まとまり」まとまり」まとまり」まとまり」
「「「「まとまりまとまりまとまりまとまり」」」」のののの背景背景背景背景・・・・しくみしくみしくみしくみ

a) 経済原理経済原理経済原理経済原理 … 立地競争立地競争立地競争立地競争

どんな立地現象がどんな立地現象がどんな立地現象がどんな立地現象が？？？？

b) 都市計画都市計画都市計画都市計画… 業務団地業務団地業務団地業務団地,,,,住宅団地住宅団地住宅団地住宅団地,,,,

計画道路計画道路計画道路計画道路，，，，再開発再開発再開発再開発，，，，区画整理区画整理区画整理区画整理

c) 社会地区分化社会地区分化社会地区分化社会地区分化 … 住民属性による住民属性による住民属性による住民属性による

（（（（職業職業職業職業,,,,世帯特性世帯特性世帯特性世帯特性,,,,出身地出身地出身地出身地etc））））居住選好居住選好居住選好居住選好

d) 歴史的慣性歴史的慣性歴史的慣性歴史的慣性 … 近世の町割り近世の町割り近世の町割り近世の町割り

⇒⇒⇒⇒街路形態街路形態街路形態街路形態，，，，商店街商店街商店街商店街，，，，公共用地公共用地公共用地公共用地，，，，

寺社の配置寺社の配置寺社の配置寺社の配置，，，，建物密度建物密度建物密度建物密度，，，，地名地名地名地名

e））））自然立地自然立地自然立地自然立地 ………… 平坦地平坦地平坦地平坦地，，，，傾斜地傾斜地傾斜地傾斜地，，，，

丘陵丘陵丘陵丘陵，，，，段丘段丘段丘段丘，，，，台地台地台地台地，，，，沖積低地沖積低地沖積低地沖積低地，，，， etc.

f））））都市システム都市システム都市システム都市システム ………… 官公庁官公庁官公庁官公庁,,,,企業によ企業によ企業によ企業によ

るるるる地域管轄体制地域管轄体制地域管轄体制地域管轄体制

都市の都市の都市の都市の3つのつのつのつの中心中心中心中心

都心

基準点基準点基準点基準点公示地価公示地価公示地価公示地価

国税庁国税庁国税庁国税庁路線価路線価路線価路線価

経済立地経済立地経済立地経済立地競争競争競争競争

1111））））地価地価地価地価…………条件の良い地点条件の良い地点条件の良い地点条件の良い地点をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる場所場所場所場所のののの占有競争占有競争占有競争占有競争の結果の結果の結果の結果
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2）高層化）高層化）高層化）高層化 … 高地価高地価高地価高地価を賄うためのを賄うためのを賄うためのを賄うための業務密度業務密度業務密度業務密度の確保の確保の確保の確保⇒⇒⇒⇒ 集約的集約的集約的集約的土地利用土地利用土地利用土地利用

駐車場駐車場駐車場駐車場のののの立地立地立地立地

都心地域の都心地域の都心地域の都心地域の

２大機能２大機能２大機能２大機能のののの

接点接点接点接点

・・・・大規模大規模大規模大規模時間契約時間契約時間契約時間契約
駐車場駐車場駐車場駐車場のののの分布分布分布分布はははは
何を示唆する何を示唆する何を示唆する何を示唆する？？？？

中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街の機能分化の機能分化の機能分化の機能分化

↑

業種別構成業種別構成業種別構成業種別構成比比比比

（％）の変化（％）の変化（％）の変化（％）の変化

3333））））都心周辺都心周辺都心周辺都心周辺ののののRenewal
マンション立地

… マンションマンションマンションマンション立地立地立地立地
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都心居住者都心居住者都心居住者都心居住者の変化の変化の変化の変化

197
0

2000

・・・・かつてかつてかつてかつて自営商工業者自営商工業者自営商工業者自営商工業者，，，，

水商売水商売水商売水商売，，，，学生下宿人学生下宿人学生下宿人学生下宿人などなどなどなど

が多かったが多かったが多かったが多かった都心部の居住都心部の居住都心部の居住都心部の居住

者者者者が，が，が，が，80年代年代年代年代以降，大き以降，大き以降，大き以降，大き

く変わった。く変わった。く変わった。く変わった。

専門技術管理職専門技術管理職専門技術管理職専門技術管理職

従事者率従事者率従事者率従事者率の分布の分布の分布の分布

CBD都心地域都心地域都心地域都心地域

（（（（CBD））））

★仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

★土樋土樋土樋土樋

★泉中央泉中央泉中央泉中央

4444））））都市計画都市計画都市計画都市計画
… 都心の「都心の「都心の「都心の「谷間谷間谷間谷間」は何を意味」は何を意味」は何を意味」は何を意味？？？？

容積率

↑これは規程の一部分

4444））））都市計画都市計画都市計画都市計画

戦災復興戦災復興戦災復興戦災復興街路計画図街路計画図街路計画図街路計画図
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大手門大手門大手門大手門

5555））））歴史的歴史的歴史的歴史的

慣性慣性慣性慣性

⇒⇒⇒⇒支店経済支店経済支店経済支店経済の都市の都市の都市の都市

・仙台仙台仙台仙台がががが東北東北東北東北のののの他都市他都市他都市他都市
よりも桁違いによりも桁違いによりも桁違いによりも桁違いに大都市化大都市化大都市化大都市化
した要因はした要因はした要因はした要因は？

表表表表 支店集積の都市比較支店集積の都市比較支店集積の都市比較支店集積の都市比較 （（（（1991））））

支店従

業者数

（千人）

同左比率

（対全事業

所従業者）

支店事業

所数 ①

 ① に対

する東京

本店の率

 ① に対す

る卸売業

支店の率

1
東京

379.0 5.1 3.3

2
大阪

367.5 13.5 73.8

3
名古屋

231.6 15.1 60.6

4
横浜

171.1 13.1 75.0

5
福岡

170.9 22.1 9,508 59.9 56.3

6
仙台

117.9 22.5 6,944 69.5 57.4

7
札幌

114.1 13.2 6,861 65.7 51.9

8
広島

88.5 14.9 5,285 56.2 56.0

青森
17.0 12.1 1,283 50.9 42.8

秋田
19.8 12.6 1,422 49.4 44.1

盛岡
18.8 14.8 1,400 54.1 41.4

山形
14.2 10.7 1,047 51.7 48.0

福島
12.1 8.4 825 45.2 37.1

郡山
22.0 13.5 1,639 52.3 53.3

⇒⇒⇒⇒オフィス需要オフィス需要オフィス需要オフィス需要
⇒⇒⇒⇒業務ビル業務ビル業務ビル業務ビル

⇒⇒⇒⇒高層化高層化高層化高層化

⇒⇒⇒⇒マンション増加マンション増加マンション増加マンション増加

6666））））都市システム都市システム都市システム都市システム

⇒⇒⇒⇒全国的視野全国的視野全国的視野全国的視野とととと
比較・相対化比較・相対化比較・相対化比較・相対化のののの
視点が重要視点が重要視点が重要視点が重要

企業の企業の企業の企業の支店支店支店支店配置配置配置配置

銀行銀行銀行銀行

企業企業企業企業
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仙台仙台仙台仙台の「の「の「の「時代時代時代時代」」」」

・・・・江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代… 城下町としての仙台城下町としての仙台城下町としての仙台城下町としての仙台
・・・・明治維新明治維新明治維新明治維新… 武家離散武家離散武家離散武家離散⇒⇒⇒⇒ 「杜の都」の由来説，「杜の都」の由来説，「杜の都」の由来説，「杜の都」の由来説， 新政府機関が進出・立地新政府機関が進出・立地新政府機関が進出・立地新政府機関が進出・立地
・・・・近代化近代化近代化近代化… 東北の政治・経済的な中心都市，東北の政治・経済的な中心都市，東北の政治・経済的な中心都市，東北の政治・経済的な中心都市， 一番丁が中心商店街に一番丁が中心商店街に一番丁が中心商店街に一番丁が中心商店街に
・・・・戦後戦後戦後戦後… 戦災復興による戦災復興による戦災復興による戦災復興による新メイン街路の形成新メイン街路の形成新メイン街路の形成新メイン街路の形成
・・・・高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期
・・・・中心部中心部中心部中心部… 高層ビル（高層ビル（高層ビル（高層ビル（31ｍ高）の増加，）の増加，）の増加，）の増加， 青葉通，青葉通，青葉通，青葉通， 市電通りの繁栄市電通りの繁栄市電通りの繁栄市電通りの繁栄
・・・・郊外郊外郊外郊外… 住宅団地住宅団地住宅団地住宅団地,  流通団地流通団地流通団地流通団地,  産業団地の形成産業団地の形成産業団地の形成産業団地の形成

・・・・1970年代年代年代年代後半〜後半〜後半〜後半〜
・・・・中心部中心部中心部中心部… 超高層ビルの登場，超高層ビルの登場，超高層ビルの登場，超高層ビルの登場， マンション増加マンション増加マンション増加マンション増加 , 駅前の一新，駅裏の再開発駅前の一新，駅裏の再開発駅前の一新，駅裏の再開発駅前の一新，駅裏の再開発
・・・・郊外郊外郊外郊外… 大規模ニュータウンの形成，大規模ニュータウンの形成，大規模ニュータウンの形成，大規模ニュータウンの形成， バイパス，環状道路バイパス，環状道路バイパス，環状道路バイパス，環状道路

・・・・1990年代〜年代〜年代〜年代〜
・・・・中心部中心部中心部中心部… 駅前北側の再開発・高層ビル化駅前北側の再開発・高層ビル化駅前北側の再開発・高層ビル化駅前北側の再開発・高層ビル化
・・・・郊外郊外郊外郊外… 地下鉄と新副都心（地下鉄と新副都心（地下鉄と新副都心（地下鉄と新副都心（泉中央，長町南），郊外大型店の激増・巨大化），郊外大型店の激増・巨大化），郊外大型店の激増・巨大化），郊外大型店の激増・巨大化

・・・・200年代〜年代〜年代〜年代〜
・・・・中心部中心部中心部中心部… 外資・中央資本の進出外資・中央資本の進出外資・中央資本の進出外資・中央資本の進出⇒⇒⇒⇒高層ビルの増加，高層ビルの増加，高層ビルの増加，高層ビルの増加， オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル1階の商業化，階の商業化，階の商業化，階の商業化，

一番丁のブランド店増加一番丁のブランド店増加一番丁のブランド店増加一番丁のブランド店増加
・仙台開府400年事業 … 歴史の街づくりへ（手遅れ？）

都市構造都市構造都市構造都市構造形成の視点から形成の視点から形成の視点から形成の視点からみたみたみたみた

★89年「政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市」，99年100万人万人万人万人突破突破突破突破

★

7777））））仙台の仙台の仙台の仙台の自然立地自然立地自然立地自然立地環境環境環境環境

標高段彩標高段彩標高段彩標高段彩

どこがどこだが分かるかなどこがどこだが分かるかなどこがどこだが分かるかなどこがどこだが分かるかな？？？？

仙台周辺仙台周辺仙台周辺仙台周辺のののの

地形地形地形地形

・・・・仙台の仙台の仙台の仙台の中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地はははは
どこか，どこか，どこか，どこか，記入記入記入記入してみよしてみよしてみよしてみよ

⇒仙台のシンボル

・機能的よりどころ … 場所場所場所場所，，，，施設施設施設施設

・国･自治体… 県庁県庁県庁県庁,,,,市役所市役所市役所市役所

・産業…笹かま笹かま笹かま笹かま，，，，仙台箪笥仙台箪笥仙台箪笥仙台箪笥，，，，パルコパルコパルコパルコ？？？？

・行楽・保養…西公園西公園西公園西公園，，，，青葉山青葉山青葉山青葉山？？？？

・象徴的よりどころ … イメージ対象イメージ対象イメージ対象イメージ対象

・・・・広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川,,,,青葉山青葉山青葉山青葉山 … 意図されない自然要素意図されない自然要素意図されない自然要素意図されない自然要素

・・・・けやき並木けやき並木けやき並木けやき並木 … 意図されない半自然要素意図されない半自然要素意図されない半自然要素意図されない半自然要素

・SS30,大観音大観音大観音大観音？？？？ … 意図されない人工要素意図されない人工要素意図されない人工要素意図されない人工要素

・・・・伊達政宗像伊達政宗像伊達政宗像伊達政宗像 … 意図された人工要素意図された人工要素意図された人工要素意図された人工要素

・意図が復活したもの意図が復活したもの意図が復活したもの意図が復活したもの …「「「「大手門大手門大手門大手門」」」」復元なれば復元なれば復元なれば復元なれば

「仙台」といえば？ or「よろどころ」

・行動的よりどころ

・祭り，市民イベント，祭り，市民イベント，祭り，市民イベント，祭り，市民イベント，

プロ球団の観戦・応援プロ球団の観戦・応援プロ球団の観戦・応援プロ球団の観戦・応援

★その由来を知ることが，その由来を知ることが，その由来を知ることが，その由来を知ることが，

地域性の核心を知ることに地域性の核心を知ることに地域性の核心を知ることに地域性の核心を知ることに

なる場合が多い。なる場合が多い。なる場合が多い。なる場合が多い。


