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リバプール中心市街地の変容

1.序 論

世界の大都市の戦後における深刻な問題は,那

市成長の終息期におこった衰退 (urbandecline)

である.リバプールでは18-19世紀に植民地貿易

の拠点として運河 ｡ドック｡鉄道など先駆的な都

市施設が建設され,金融機関 ･商社のおびただし

く集積する活気ある市街地が形成された.しかし

現在は,その輝かしさと全く逆の深刻な事態にお

ちいっている･1977年,大都市衰退の再生策とし
])

てインナーシティに関する包括的な報告書が作製

された･そのなかには諒のある郊外と更新された

都心の問に介在するインナーシティのすさまじい

都市衰退現象が明らかにされている.その資料を

基本とした政府や市の懸命な対策にもかかわらず,

その有効性は現段階では確認さjtない.それは長

い時限にわたる都市の変化が広い空間に波及し,

現在までに改良に投じられた外力を上まわる勢い

で都市衰退が進行していることを示しているよう

に思われる.本稿の目的は リバプールの中心市街

地衰退現象の考察を通じ,港市の機能地域の変容

パターンを捉え,併せてわが国港市との比較に発

展させる基礎資料とすることにある.

2.車心市街地の概念とその内部構造

中心市街地の東城は都心 (CBI))とその周辺地
2)

域(ZoneinTransition)とを併せた地域で,A.E.
3)

デッキソソンが示した中心地帯 (CentralZone)

に該当している.都心は1983年に市が画定してい
4)

るオフィス地区と中心商業地区を併せた範囲を念

頭においた.都心には,18世紀ごろ貿易業務の機

関として置かれたエクスチェンジや市のオフィス

が設けられていたタウンホールがある.ここを核

として東はライムス トリート駅,西は河港の中心

のピア--ヅド,北は旧エクスチェンジ駅,南は

毒majorOpenSpace L ±ill,+1'

- エnnerCityPartnershipArea

Source :CurrentPlanningpoliciesaDevelopmentProgrames
LiverpooIPlanningOffice-19831

小売業の集積する中心商業地までを都心と仮定 し

た.都心周辺部の範囲については問題が複雑では

あるが,1920年頃までに市街地化が進行した地域

と考えた｡その範囲は1978年に設定されたイソナ

ーシティ･パートナーシップ｡-i)ア(Innercity
5)

PartnershipArea)の範囲とほぼ重合している.

(図1)

都心の中心には港湾機能とかかわ りの 強 い 金

融｡保険｡貿易業,行政磯閑など経済,行政の中枢管

理戟能が集中している･このオフィス街はピア-

ッドから東西の主要道を軸としてその周辺に分布

し,この東西軸の東に古い歴史的な公共施設-

セント･ジョージズホール,ミュージアムなど-

が集中し,その南には市全域から道路の集まる小

売業の地区がある･河岸にそった南北の帯状の ド

ックエリアには港湾磯能が配置され,その内部と
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お茶の水地理 第26号 1985年

ドックの背後に工場地帯が帯状に発達している･

居住地帯は都心の内部とその周辺に広く分布し,

社会的セグリゲーションの結果生じた多様なサブ

エリアを形成している.古い住宅やマニュファク

チュアの工場が都心まで深く食いこんで混在して

いるのは,わが国とはちがう点で,都市化の初期

の段階の機能配置が長期にわた り固定している･

3. 都市化段階

都市成長の時間的経過と地域現象にはなんらか

のサイクルが認められるとし,さきに L.H.クラ
6)

ッセソ｡山田浩之らによりそれが提唱 ｡解説され

てきた.都市化段階の分額については議論の分か

れるところであるが,ここでは①都市化時代 ④

人口集中と郊外化 ④人口の絶対的分散 ④大都
7)

市圏の衰退という分額を採用すれば,まさに現在

のリバプールは第四の段階に到っていることが認

められる.

集落の核心の発生は1207年ジョン王が低湿な河

芹に城を築き,そこ-他地方から植民を募った時
8)

からはじまる.17世紀には商業活動が活発となっ

たが,人口の急増により都市化が進行しはじめる

のは18世紀半ば頃からである.そのインパクトは

いうまでもなく,産業革命とイギリスの世界市場

の開発とであった.当初はアイルランドとの交易
9)

にとどまっていた港は1807年に奴隷取引禁止が議

会で可決されるまで,アフリカ ｡西イソド,北米

大陸を結ぶ奴隷貿易 ｡原材料輸入が主であった.

1700年の人口は約5,000,1750年に約5.4万と急

増するが,この時期にマンチェスター,バーミン

ガムの工業が活発となり,物資流動のために, リ

バプール港に,す ぐれた ドックシステムが整備さ

れるようになった.市の工業化はこの ドックエリ

アからはじまり,アイルランドからの移民やウェ

ールズなどからの人口流入が人口増に拍車をかけ

た.都市化の時期を決定するのはた易くないが,

20世紀初頭まで人口は中心部に集中しつづけた.

同時に都市の中心部は,高度の貿易磯能をもつ業

務地区となった.郊外化は徐々にではあるが,18

50年ごろからはじまっている.しかし少なくとも

図2 人口の変化 1971-81

cityaverage≡16｡49:oloss
source 王CenSuS 1981工Jiveユ顎001City

1930年代前半までは中心部での機能集積がつづい

た.中心市街地から大量に外縁地帯-と人口の流

出がおこり,中心部人口の減少がおこるのは,第

二次世界大戦ちゅうであった.古典的な施設を放

棄し,工場が広い敷地のあるカークビ-,スベー

ク,フェイザカリー,-イソトリーなどに設けら
10)

れた.1936年の LiverpodCDrP〇rationAct.の

設定が郊外-の梯能分散を一層効果的なものとし

た.新たなインダス トリアル ｡エステートには労

働力としての人口のほか家族を単位とする人口移

動が生じた.そこには日常的な近隣商業核が発生

し,複数のニュータウンが形成された.これらは

マージ-サイ ド行政区の内側から更に外側にと発

展したため,1970年代になると,大都市圏の人口

まで減少する都市成長の第四の段階に入るように
11)

なった.OECDの報告では,1960-80年の間に中

心部人口が減少し,大都市人口までも減少した世

界の大都市11をあげているが,そのなかに リバプ

ールとマージ-サイ ドが含まれている.1931年の

リバプール市人口は85.6万,1981年には51.3万と
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な り,半世紀間に約40%の人 口減少とい う衰退ぶ

りであった･ ドックや港湾関連企業の閉鎖,オフ

ィスや住宅の空閑 (Vacant), 雇用率の減少,住

宅の老朽,貧困,病気等市民生活にとって不利益

な現象が長期にわた っておこり,都市荒廃がとく

に中心市横地をおお うようになった･都市は自然

生態的変化 と人力による社会的施策 との複合的営

力によって新 しい構造を生み出す ものである･多

元的な都市機能の麻痔におそわれている都市を廼

えらすための綿密な計画 と施策が今 日ほど強く要

望された時代は, リバ プールの歴史にはかつてあ

り得なかった ことであろ う･そ こで次に主な都市

衰退要因についての検討をすすめることにする･

4｡ ド.tJクエリア ｡工業地帯の衰退と央業

問題

1)バプールの中心市街地の商業 と生産機能は港

湾磯能と強力な連帯関係にあったため,港湾の衰

退が都市内部の生産 と流通に絶対的な影響を与え

ている.第二次大戦後は廻るかに見られた貿易は

1960年代から衰退し,伝統的な港湾型マニュファ

クチュアや,都心のオフィス磯能を大きく低下さ

せている.1983年のリバプール港 ｡ドックカンパ
12)

ニーの報告では,現在,港の主体的活動及び財政

は危機に直面していると前置きし,その要因を次

のようにまとめている.① コンテナー時代を迎え

従来のような当港-の貨物の寄港が減少した,㊤

北米 ｡アフリカ ･アジアの遠洋貿易の国際競争が

激化 ④遠洋貿易の合理化により,英国での寄港

数は減少し, リバプール港にとって不利となった,

④EC貿易における西 ヨーロッパ ｡スカンジナ

ビア交易では ｢ニア一 ｡アン ド｡ショー ト｣ルー

トが選択され,イギ リス南 ･東部の港には有利,

リバプールは位置的不利益を受けた,などをあげ,

特殊要因として①ナイジェリアの輸入制限,④フ

ォークラン ド戦争の結果,アルゼンチン貿易のロ

ス,①-ルスメール港製油所の閉鎖,④石炭輸入

の減少,①シ ョットソ製鋼所閉会削こ伴な う鉄鋼石

の輸入低下,①食品工場閉鎖による砂糖の輸入減

少などをあげている.

13)
ドックエ リアの形成は1753年のサル ト-ウス ド

ックの建造にはじま り,中心から南部に進展,吹

いで ピア- ッドより北に開発され,19世紀半ばに

は現在の ドックエ リアの原型がほぼ完成 している.

1960年代,船舶大型化に対応するために北部基地

に ドックを造成付加した.マージ-サイ ドの ドッ

クの難点は,潮位のいちじるしい差 と,河川の堆

積する砂土に対する対策が常時必要であることに

あった.相手国別 ･原材料別の港湾機能配置は早

くから進んでいたが,戦後は老朽化が目立 ってい

た.1960年代の貿易衰退が加速度的に進み1972年

にはサウス ドック及びノース十 ック南寄 りの ドッ
14)

クを閉鎖した.さらに1972年の貿易量は2557万 七

であったものが1979年には1537万 七にと低下した.

これと並行して市の港湾塑工業が不振となった こ

とは既に述べた.大型のものでは ドックェ リアに

近 く立地している造船 ｡製鉄 ･精糖,油脂工業,

マニュファクチュアの工場では,マ ッチ ｡ゴム ･

皮革 ｡石けん ｡陶器などである.市の報告では,

工業従業人口は1971年に対し81年には38%の減少,

第 1次の建設業従業人 口は実に53%減,ブルーカ

ラーサービス業人口は27%減となっている.1984

午,筆者の見聞した都市中心部でも空閑となった
ユ5)

古い煙突の残る工場が散見された.鉄と煉瓦 とで

堅固に建てられた工場の利用転換には困難がある.

とり去 られた工場跡地は駐車場利用が多いが,車
16)

の保有率のとくに少ない都市中心部ではその廃嘘

的景観が都心の魅力を一層弱めている.

工場や ドックエ リアの衰退は,労働者の雇用を

減少させ,深刻な失業問題がお こっている.1981

年 ドックの労働者2,989人,港湾関連労働者3,336

人が記録されていた ものが1982年には,それ らは
17)

1,406人と2,117人にと激減している.1950年にマ

ージ-サイ ドの全労働者の14%は港湾及びその関

連企業に依存していたものが1970年代には 5%あ
コ8)

るいはそれ以下に低下し現在にいた っている. こ

の失業の状況を全市で検討するため (図- 3)を

作製した.

失業者は 1971年には 2.74万 人 (全従業者数の

9.7%)であったが1981年には19.8%に当る4.7万

人にと増加している･もっとも高い失業率は都市
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図3 失業率- 1981-

cityaverage= 19.8%

source ･.census1981LiverpoolCity

中心部のアバークロムビイ (37.0%),北部 の ボ

クゾ-ル (35.6%),-バートン (36.5%),グラ

ンビイ(33.9%)等の区wardに見られる･これら

の区では,16-29歳の若年層の失業率が30-40%

という高さで,しかも女子より男子が多い･ロー

ンペアレンツの世帯 ｡未熟練労働者の比率が高い･

高い技術と収入を得ることのできる人びとが外縁

部に移動し,貧しく,学力をもたない人びとがこ

の中心部のwardから動く自由を失なっている.

5. オ7ィス地域の空間 (Vac那沌)現象

都心オフィス地域の境域をさらに確かめる方法

として,都市衰退以前の1940年時の船会社と銀行

の分布図 (掲載略)を作製した.その結果ピア-

ッドから東に走るウォータース トリー ト,デール

ス トリー トにもっとも集積が高く,東は市庁舎付

近までである.銀行の集積する金融街はこの東西

軸から南に派生するキャッスルス トリートが中心

である.その他,オフィス立地はチャペルス トリ

図4 空足世帯率- 1981-

Cityaverage=6.2%

SourceJ･.Census1981LiverpoolCity

- ト,タイスパーソス ト1)-ト,オール ドホール

ス トl)-トに延びている.全盛期にコーンエクス

チェンジ,コットソエクスチェソジが繁栄したの

もこの地域であった.ホワイ トカラーサービスの

雇用は全英で1971-81年に19%増を示しているが,
19)

リバプールでは-3%と減少している･このホワ

イ トカラサービス (金融 ｡保険 ｡商社 ･科学分野

のサービス業)こそ都心オフィスの原動力である

ため,市は老朽オフィススペースの取 り除き,節

しい建設 ･改装にのり出している･また,新規の

事業では旧エクスチェンジ駅の大々的撤去とマシ

ュース トリート(計27.3万sq.ft.)のオフィス用

敷地開発がある.既に再開発が進行し,高層の新

しいオフィスビル衝が形成されているのはオール

ドホールス トリートである.しかし,なお市の全

オフィススペースの4%が空閑のままである･

さらにリバプール市の中心部には,ピア-ッド

に位置するロイヤルリバービルディソグの例に見

るような歴史的建造物が多いため,オフィススペ

ースの空閑にもかかわらず,建築物保全のための
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投資負担が重いという現実がある.イギリスでは

都市開発と伝統的建物の保全を並行させ,慎重に

その両輪を回転させようとする施策が強い.

つぎに全市の空閑となっている世帯率の分布を

考察するために,市の1981年のセソサスを基本と

して,各ward別の空家世帯率を投入して,(図4)

を作製した. リバプールでは空家の率は都心をと

りこんだアバークロムビー(13.0%),-バートン

(15.1%),グランピー (18.7%)などに高い･こ

の三つのwardをかこみ同心円状に空家率は減少

している.スラム除去のプランは中心部でかなり

進行したが,19世紀半ばごろ建てられた家のうち

居住を放棄したものも部分的に混じり合っている･

また小売業地区のグレートニーム,ロンドン,両

ストリート付近の250盾のうち30店が空室になっ

ている.スラムクリアランスが進行はしたが,也

価 ｡家賃が高い,主要道からやや離れている.そ

の他に,破壊行為の率が高いなどの社会病理現象

が多発し,空室率を高める要因にもなっている.

オフィス街,小売商店街など-の枚能集積力の

衰退は,経済不振と密接な関係にあり,都心崩壊

のきざしを予測させるものがある.

6.住宅地内部におけるサブエリアの形成

リバプールの中心市債地の住宅の問題は社会的

なセグリゲーションによって生じたサブエリアと

老朽家屋地域の二つの問題に集約されるであろう.

このセグリゲーションは,すでに中期ビクトリア

期にはじまっていることは,多くの研究者によっ
20)

て明らかにされて来た.C.G.Pooly(1982)の

報告では,住宅の位置に影響を与えた住民の選択

(choice)と他からの強制 (constraint)の両つの

相互作用に重点をおいた住宅地域のセグリゲーシ

ョンを論じているのは興味ぶかい.このセグリゲ

-ショソは,港湾,工場の労働力として19世紀に

ウェールズ地方や,アイルランドから流入してき

た人びとと先住者との問に生じたものであり,派

入者を受入れる住宅市場は ドック地帯に近く徒歩

で通勤しうる足がか りのよい都心外縁部に配置さ

れた.アイリッシュは1840年ごろからおびただし

く流入しはじめ,その数は1841年に約5万 (市の

人口の70%),1851年に8.4万(市人口の24%)とな

った.移住者の多くは若年の未熟練労働者 (Un-

skilledWorkers)が大半 を 占め都心の北側が

集中区となった.1848-50年ごろに過密となった

この地域のアイリッシュの約12%はダンプセラー

(DampCellar)或い はコ-ツ (Courts)とい

うみじめな部屋に住み,そのためアイリッシュ地
21)

域は病気の多発地帯となった.この状況は移住者

自からが選択したにせよ,そこから抜け出す資力

を持たず,職住近接の利便のため特定空間に過密

居住を余儀なくされた点でそれを強制されたに等

しいといえよう.さらにアイリッシュ地域内部で

二つのサブエリアを形成する宗教上の問題がある.

南北に走るスコットランドロードを境として,西

部には南アイルランド系の多いカトリック教区,

東部には北アイルランド系の多いプロテスタント
22)

教区が見られる.現在これらの人びとはイングリ

ッシュボーンの世代となってほいるが,住宅は老

朽のまま存続し,なお大部分が都市再生計画の対

象地域となっている.

リバプールの非白人は約3.5万人(全市人口の約

6%)であるが,西イソド･アフリカ ･インド･

中国からの移住者が多い.黒人は約 6,000人とい

われるがその40%は都心の南アパーパーラメント

ストリートを中心に日常生活のなかで通じ合う地

域社会を構成し,約 1,000人の中国人はピットス

トリートやグレートジョージスクエアなどの通 り
23)

に集合して居住している.新しいコモンウェルス

からの移民も亦地域を特定して居住している.中

心市街地一帯には,古い長屋住宅(OldTerraced_

House),内部貸部屋(Inner及oomingHouse),

内部公営住宅 (InnerCouncilE,state)などの地

区がある.とくに都心部の大きいテラス- ウス

(LargeTerracedHouse)の地域は古くから存続

したものが多かったが,かなりのものはクリアラ

ンスされ,新しい集合住宅などに建てかえられた..

当初,中心部に住んでいた富裕階層の人びとは19

世紀中ごろから緑地に恵まれた広い敷地のある郊

外の住宅市場にと移 り,中流の人びとは海岸にそ

った南東部の地区に移っている･中心部から外縁
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にいくにつれ失業率が低下し,衰退的な現象が減

少している.こうして現在の中心部の住宅の分布

には5つの地域分類が見出される.(図 5)は市が

示したもので,Aは現在も過密 ｡失業の率が高く,

未熟練労働者が多い.Bは大家族,片親家族,塞

本的アメニティを欠く家,失業者などが多い.C
は男子失業者,規模の小さい過密状態の家が多い.

Dは46%の港関係未熟練労働者 ｡病人の率が高い.

14家族に 1台の自動事しか保有しない.Eは以上

に対しやや社会的地位の高い人が住み家の設備が

よい.これら中心部の住宅地域の配置は多少の変

動があったにせよ,19世紀以来そのモビリティは

極めて小さい.

7.問題点と都市再生策- むすびにかえで

以上都市衰退の時期とその要因の検討,中心市

街地の現象を具体的に考察した.そこで市の資料

から9つの衰退指標を求め,都心を含むアバーク

ロムビィと-バー トン区から都市域を ⅠとⅡの軸

で載 り,この二つの軸の通過する各 wardでの9

指標分布を (図 6)に表現した. リバプールでは,

その中心部で都市衰退諸要素が累積しているのほ

R.E.デイッキソソソの ｢中間地帯｣における特

性と大きく変るところはない.しかし,成田孝三
24)

(1979)が指摘するように,デイッキソソソの報告

した諸要素の上にここでは ｢雇用の減少｣という

重苦しい現実が加わっている.(図6)では,失業

率のほか,男子 ･女子別の失業率分布を考察する

ことにした. i,Ⅱともに失業率は都心部でもっ

とも高く,徐々に外縁部でその率が低 くなるがア

ウターゾーンの工業エステート地域で失業が増加

している.どのwardでも男子の失業率が女子よ

りも高い.車の保有率は外縁部で高く,都心部で

は90%もの世帯が保有しない.空家世帯率は都心

で高く外縁で低下する.基本的アメニティを欠く

家がやや都心で低 く内部に高いのは,都心で,公

営住宅-の切 りかえ,スラムクリアランスが発行

していることを裏づけるものである.過密,片親

世帯率は中心から外縁にゆるやかな傾斜を示して

いる.

市の再生策にはいくつかの方向がある.第一に

はオフィス立地の推進である.オフィス空閑スペ

ースは他の大都市より少ない.市の地方税は他よ

りやや低い.建築費もやや低いなどを理由にオフ

ィスの誘致がほかられている.都心業務地区は,

三つの鉄道駅 (ライムス トリート エクスチェン

ジ ･セントラル)に囲まれている.これらの駅は

前世紀に,中心地と港湾に出来 うる限 り接近した

位置を求めたため,現在の都心機能の合理的配置
25)

の妨げとなっているのほ,デイッキソソソの指摘

したとお りである.現在,その駅の一つ,エクス

チェソジを撤去し,オフィスゾーンをここに拡張

する計画が進んでいるが,この開発が都心を変化

させる画期的なものとなるであろう.

第二に18世紀以来,中心部のアーバンミックス

が都心の右横的活動を支えて釆たため,現在もか

な り土地利用混合が残存している･ リバプールの
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図6孟E昌:i)))の軸上の各 wardの衰退指標の分布 - ⊥981-

王

a)Abercrornby b)smithdown -20
C)Kengington a)Oldswan

egは :rae.gnreen hf;pD;:et.C:t -30
i)Church j)Woo1ton､

k)Allerton -40

(%)

a b C d e

1革のない世帯率 2男子失業率 3失業率 4女子失業率 5空家世帯率 6過密世帯率 7片親世帯率

8基本的アメニティを欠 く家の率 91971/-81の人口減少率 Census1981,LiverpoolCity.I

アウトゾーン-の工場配置が中心の労働主力を吸

引したことと,中心部の桟能結合のバラソスが崩

れたことと全く係わ りないとはいい切れない.更

に中心的枚能のアウトゾーン-の配置が継続する

とすれば,中心部の魅力をとり戻すのは困難であ

ろう.第三に, ドックエリアの再生問題である.

南端のオックーズプール,ディソグル両地区では

1984年の一定の期間,インターナショナル ｡ガー

デンフェスティバルを催し,埋立開発の効果をね

らった.恒久的な利用としては,アルバートドッ

ク全域の博物館及び,ウエア-ウスの住宅-の利

用転換である.この ドックは1845年建設され,茶

･綿等の輸入用船舶を導入した秀れた機能をもつ

施設である.19世紀未には船の大型化に伴ない利

用価値が低下,その後,漁船専用,軍事に用いら

れたが1972年閉鎖したものである.1984年開館し
26)

たマーシーサイ ド,マリタイム, ミュージアムは

市の内外から多くの顧客を集めることを意図して

いる.堅牢な倉庫は海に臨む良好な住宅用として

改装する計画のもとに民間企業が事業を進めてい

る.港施設を レジャー ｡文化 ｡居住の利用に転じ

ることは,ジェントリフィケーションの一手段で

はあろうが,港湾都市の構造をいちじるしく変革

する動きとして注目される.第四に, リバプール

の住地域はセグリゲーションによっていくつもの

サブエリアを生じている.低所得者グループの地

域には幾重もの社会的不利益が重なり合い,その

地域から脱出することには,かな りの問題がある

ようであるが, 1971年に不良住宅は 5.7万 戸 を

こえたが, 81年に 1.3万戸に減少した.これ は

市の-ウジング ｡アソーシユーショソ (Housing

Association)の果 した役割の大きさを示してい

る.しかし市街地の地価は高く, 1919年ごろまで

に建てられた老朽の住宅がなお残存し,貸家が減
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っているな どの事実か ら,都市回生策は至難であ

ることが理解 され る.

この報告は,1984年11月近畿都市学会での報告に加

筆修正をしたものである｡立命館大学地理学教室の諸

先生,小森星児先生 (神戸商科大学),成田孝三先生

(大阪市立大学)に御懇切なお導きを頂きました｡厚く

御礼申上げます｡また1984年夏の1)バプール巡検に際

し, リバプール ･レコードオフィスの方々に御世話に

なりました｡感謝を申上げます｡
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再生のため政府はその75%,市は25%の資金負担

をおこなう｡
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12) citycouncilofficer(1983):Theportof

LiverpoolandDock company,A Discussion

NOte.

-13) Steel,氏.W.(1970):TIlePOrtOfLiverpool,
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14) stoney,p.∫.M.(1983):TheI'ortofLiver-

poolandtheReglOnalEconomyintheTWenti-

ethcentury,inB.L Andersonandp.∫.M.
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16) リバプール市の車のない世帯は,全世帯の61.
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EvertOnで90.4%.

17) 注12) 前掲｡
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Ltd.)p.296
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studiaGeOgraph互ca,73.p.49

22) 注21)p.50,前掲｡

23) 注 1)p.p.91-93,前掲

24) 成田孝三 (1979)わが国のイソナーシティと都
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