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近世における本芝・芝金杉地域の水辺空間の所有形態・利用に関する考察
京都大学工学研究科	
  	
  	
  	
  	
  	
  高林	
  萌
東京理科大学工学部教授	
  	
  	
  伊藤	
  裕久
1.研究の目的と背景
近年、都市における水辺の公共空間の価値に注目が集まっ
ている。日本の代表的な水辺の公共空間の一つに江戸期の
河岸地があり、河岸地について考察することは今日の公共
空間の設計や運営に重要な知見を与えるものであると考え
る。日本橋等の江戸町方中心部の河岸地における利用実態
と方法や空間構成については多くの先行研究があるが、江
戸外縁部の河岸地の所有と利用について詳しく考察したも
のは少ない。本研究では、芝・金杉地域に存在したいくつ
か水辺空間の内、3 つの河岸地、①入間川河口の本芝町網
干場、②入間川沿岸の本芝材木町河岸、③古川河口の金杉
川口河岸(図 1)の利用実態・方法や空間構成と江戸外縁部
の河岸地の公共性を明らかにすることを目的とする。	
 

図２.対象範囲
に編纂された
『芝金杉通一丁目地先新規町屋見込場所 絵図
芝湊町寄洲絵図面』
（以下「芝湊町図面」
）から、江戸中心
部の河岸地の使用条件や利用実態を照らし合わせることに
より、当時のこの場所の河岸地利用の状況を考察する。
4.江戸中心部の河岸地の所有基準と課税方法
	
  本芝・芝金杉地域の河岸地の特殊性を示すために、江戸
中心部の河岸地について以下に述べる。	
 
（１）江戸の魚問屋
	
  日本橋の本小田原・本船町組・本船町横店組・安針町組
の四組（古場）は近世初頭からの由緒を有し、鮮魚を中心
とする卸売場の中核的位置を占めた。延宝三年には安針町
組から分派してできた新肴場（新場）の魚問屋仲間が、四
組とほぼ同等のものとして本材木町に展開した。その後享
保年間に浦賀番所設置に伴い、江戸湾内と外海を行き来す
る船の統制する目的で芝金杉町、本芝町の二つの魚問屋仲
間が公定され、以後江戸の魚問屋仲間は「七組」と称され
ることとなった。	
 
（２）河岸地の様子
	
  問屋の多くは河岸地に蔵を建て、物資を調達し保管する
ようになった。川筋は火災の際、火の通り道となるため水
際の建築物は防火性の高い土蔵造づくりの蔵が建ち並んで
いた。魚河岸の場合は魚などの生物を扱うため機密性の高
い土蔵ではなく、オープンな木造の建物が建てられた１）。	
 
（３）所有基準と課税方法
	
  河岸地は「公儀地」とされたが、水路に面した地所の地
主が地先を伸ばして使用することが認められていた（図 3）
。
そのため、河岸地には地主の建てた土蔵群が建ち並び、ま
た荷揚場や借家経営の場として個別の利用が進展した。江
戸の町地の地主には現在の地方税に相当する町入税が課税
されており、その課税の基準は面積や建築物の数ではなく
公道に面した間口の広さに比例していた。この課税方式を

図１.芝金杉地域の河岸地・網干場註1）
	
 
	
 
2.対象範囲
	
  現在の港区芝 1、2、4 丁目、芝大門・浜松の首都高速都
心環状線の下の古川周辺を対象範囲とする。
（図 2）
3.研究方法
	
  本芝・芝金杉の河岸地図面が掲載されている天保年間
（1830〜1843）に編纂された『市中取締類集 12	
  河岸地取
調ノ部』(以下「市中取締類集」)、宝永年間（1704〜1711）

1

4）
。河岸地に相当する水辺の土地は、各々が「年貢地」と
して設定されたことに中心部との相違がみられる。	
 

小間割と呼び、水路に面した小間割は地先の河岸地を使用
することができた	
  ため水路に面していない小間割よりも
高率の税金が課せられており、これらを「河岸付町屋敷」
と呼ぶ。

図４.支配主体の変化の模式図
	
 
6.本芝・芝金杉の河岸地の空間構成と課税方法	
 
図３.河岸付町屋敷(模式図)
	
  「大日本史料集成	
  市中取締類集河岸地ノ部」には本芝
町網干場・本芝材木町河岸の小屋や藏の配置や寸法、比率
が正確に記されておらず、当時のこれらの場所の正確な空
5.本芝・芝金杉地域の河岸地の位置付け
間構成が読み取れない。そのため本芝町網干場復原図、本
（１）金杉地域の役負担
	
  芝金杉浦は天正 18（1590）年徳川家康の江戸入りの後、 芝材木町復原図（図 5）を作成し、実際の空間構成がどの
月 4 度魚を献上し、番船二槽を差し出し、船役場を上納し ようなものであったかについて考察した。江戸末期の具体
た代わりに全国どこでも漁をしても良いという一種の漁業 的な地割が読み取れる資料は無かったので、復原の際には
特権を得て、本芝町・品川猟師町・大井御林町・羽田猟師 明治 9（1876）年の「1/5000 江戸-東京市街地図集成（柏書
」の道路幅・筆数を参考にし、河岸地を利用していた町
町・神奈川領生麦町・新宿町・神奈川猟師町とともに御菜 房）
八ヶ浦と呼ばれた。御用船引船・番船や海上取締、金杉橋 内の筆数の割合を算出した註１）。	
 
からの流人配流の護船なども請け負っており、献上以外に （１）本芝町網干場
本芝町網干場では一般的な河岸地とは異なり、町全体が
も漁業・船に関する役をかなり多く負担した。御用船引船・
公儀地に年貢を払うことにより河岸地を借り上げ、その年
番船は技術的な船の回漕を猟師が担当し、町人が経済的な
賃銭を負担していたことから御用船関係は町中が経済的に 貢地内に住人がそれぞれ物置や蔵などの建築を建てて利用
。それらは借り上げている土地に建ててい
深く関わっていたことが分かる。金杉町中が請負の主体の していた（図 6）
るため仮設という前提ではあるが、実際は半永久的に建っ
猟師場として存在していた。	
 
ているものが多かった。共同利用の井戸や便所、間口 6 間
（２）芝金杉地域の河岸地
	
  本芝・芝金杉両地域は当初は江戸外縁部の漁村として代 ほどある船小屋があったことや複数の土蔵を所有していた
官支配下にあったが、寛文 2（1662）年の御府内編入によ 人もおり、河岸地が火気を使用する船大工の作業場や住居
り町奉行所に組み込まれ、町奉行の支配下におかれつつ、 となっていたため 4）、日々の生活に深く関わる場所だった
年貢を代官に納めるという形態になり市街地化した 2）（図 ことが利用実態として言える。表１の所有者の数 62 を本

図５.本芝町網干場復原図 3）

2

芝1〜4 丁目の筆数86 6）で除することにより、
町内の約72％
の人が網干場を利用していたことが分かった。
（２）入間川沿岸の本芝材木町河岸
	
  本芝材木町河岸も本芝町網干場と同様に町が借り上げた
土地を町割りと関係なく地割し、物置や土蔵を建てている

（図 7）
。2 軒所有している者は１名しかおらず、本芝材木
町が 16 筆に対して建築物所有者の数は 21 名であることか
ら、入間川に面していない町屋の住人も河岸地を利用して
いたと考えられる。材木町という名前の通り材木商が軒を
連ねていた町並みだったこと 7）からこれらの物置や土蔵は
材木商の荷揚場や作業場だった可能性も考えられる。
（３）古川沿岸の金杉川口河岸
	
  金杉川口河岸のある芝湊町の北側に隣接していた新網町
は、寛永 7（1634）年に網干場として 100 間四方の土地を
幕府より下賜され、
同年 9 月に町奉行に漁夫の住居にする
ことを願い入れたところ町割を命じられたことによりでき
た町であることから 8）、橋詰広場でも新網町と同じような
現象が起きていたことが考えられる（図 8）
。橋詰広場には
売店の役割を果たしていた商番屋、髪を切る場所だった床
番屋があることから、幅広い層の住人に利用されていたこ
とが窺える。
（図 8）と（図 9）を比較することにより、拝
領屋敷から材木商と揚場への変化があったことが分かる。

図６.本芝町網干場(模式図)
)

表１.本芝町網干場の利用データ 5）

図７.本芝材木町河岸 9）
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2）『芝区史』東京市芝区役所	
 
3）、5）、9）『市中取締類集』より作成
4）東京大学史料編纂所報第 12 号	
  p77（1977 年）	
 
6）明治 9 年の「1/5000 江戸-東京市街地図集成（柏書房）」
を参考に作成。
7）
『港区史（下）』東京都港区役所/編集（1960 年）	
  p.116	
 
8）『港区史（下）』東京都港区役所/編集 p.86	
 
10）加藤角一「金杉川口河岸の町屋絵図面について（文政
12 年／1829 年）」より作成	
 
11）『芝湊町図面』より作成

図８.金杉川口河岸 10）

図９.宝永年間(1704~1711年)の金杉川口河岸の利実態11）
7.結
	
  以上、年貢地とされた本芝・芝金杉地域では水辺空間の
独立性が高く、
地先権の認められた江戸中心部とは異なり、
公共性の高い「入会地」となっていた。そのため利用形態
にはそれぞれの町の生業に応じ多様性が認められ、一方既
存の町屋敷の町並とは独立した町並が河岸地に形成された。
	
 
註釈）
註 1）岡本哲志『NHK ブックス』
（1995 年）p.264 より、江戸後期
から明治末期までに、河岸地の所有者は江戸幕府から東京府、そ
の後東京市へと移り、その後大正期に入る頃から河岸地の地割に
おいて合筆が始まることから、江戸後期と明治初期の地割は同等
のものとして扱った。

参考文献）
1）『水の都市	
  江戸・東京』陣内秀信＋法政大学陣内研究
室	
  p88	
 (2013 年)
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大阪天満宮を中心とした天神祭の領域と天満のコミュニティ
大阪府 健康医療部 保険医療室 健康づくり課
大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科
１． はじめに
大阪の天神祭は、京都の祇園祭、東京の神田祭と並ぶ日
本三大祭の一つである。約 1 ヶ月にわたって行われる天神
祭のうち、ラストを飾る 7 月 24 日の宵宮・25 日の本宮が
有名である。陸渡御・船渡御が行われ、奉納花火が打ち上
げられる 25 日には、延べ 130 万人が来場する。ここでの渡
御とは、御神霊が鳳輦や神輿に乗って大阪天満宮の氏地を
巡ることであり、特に船渡御の存在は「水の都」である大
阪の特性ともいえる。1000 年以上の歴史をもつ天神祭は中
断の期間はありながらも、観光資源であるだけでなく地域
文化を継承する場でもあり、各町や地域で異なるデザイン
の提灯や、注連縄、幔幕などの装飾等により、天神祭期間
中は祝祭空間として氏地内の一体感が創出されてきた。
しかし、天神祭を存続させていくための課題も出てきて
いる。経済的な面では、大阪に本社を構える企業の減少等
を要因とした協賛企業の減少傾向による赤字がある。
一方、
祭そのものを支える組織と各組織を支えるコミュニティの
継承が課題となっている。大阪天満宮は氏地内の地域コミ
ュニティからなる組織と大阪全体に広がりをもつ氏地外の
組織との両方に支えられてきた。さらに、
「講」および「講
社」と呼ばれる組織が、天神祭において渡御行列に参加す
る等の奉仕活動を行ってきた。講には、氏地内の地域コミ
ュニティ「地縁」で結束するものと、同業者や会社の結び
つき
「社縁」
により結束するものとの 2 タイプが存在する。
その中でも、地縁により結束する講は旧町割における町会
や、
複数の町会が集まったコミュニティが基になっている。
氏地では定住人口が増加傾向にあるが、地縁の講に所属す
る新規構成員は増加しておらず、講の総数も現在は減少傾
向にある。さらに、現在の町割とは異なる旧町名の町会の
参加者自体の減少もあり担い手不足となっている。
既往研究をみると、藍谷ら 1）は四都市における阿波踊り
の比較から都市空間利用と運営方法の特徴と課題を探り、
祝祭空間に関して都市構造や人の動きとの関連性を論じて
いる。また、藤井ら 2）は伝統行事「京都五山送り火」の形
態と祭祀組織の関連性を保存会への聞き取り調査から捉え、
伝統行事の継承について探っている。しかし、これらの研
究は祝祭空間において、祭やイベントとの関わりに差があ
ることに関しては論じられていない。また、氏地の広がり
の影響や、社寺の可視領域、祝祭空間に訪れた人の景観に
対する認識等については全く触れられていない。
そこで、本研究では天神祭を対象に、大阪天満宮を中心
とした祭が影響を及ぼす領域の範囲や重なりを捉えるとと
もに、祭を支えるコミュニティについて探ることにより、
祭の持続可能性について考察する。
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２． 研究方法
まず、大阪天満宮の影響圏域を「祭の領域」とし、氏地・
祭会場・可視領域・認識領域の 4 要素に視点をあて、各領
域の広がりの相違から捉えることとした。氏地は、祭時期
に掲げられる提灯を氏地の判断基準として、文献等とヒア
リング調査（H28.12）により過去と現在の領域を捉えた。
祭会場は、提灯・注連縄等の物的装飾や行宮祭、陸渡御・
船渡御のルート、花火打上位置や交通規制、観覧席や出店
の位置を資料・文献及び図上と現地調査（H28.10）から捉
えた。可視領域は、現地調査により、境内の施設や樹木等
の視認可能な範囲を地図上にプロットした結果から捉えた。
認識領域は、まち歩き参加者（13 名）へのアンケート調査
（H28.7）による「祭らしさ」の景観要素及び観光・歴史資
源分布状況から捉えた。
次いで、
コミュニティについては、
「講」の 1 つ鳳講（H28.11）と大阪天満宮（H28.12）への
ヒアリング調査を通じて、祭を支える組織や組織の構成員
から捉えた。
３．祭の領域
（１）歴史的背景
現在の天神祭は渡御行列を組み、天満宮を出発し（陸渡
御）
、大川を行き来し（船渡御）
、陸に上がり宮入する。起
源は大阪天満宮が天暦 5（951）年から毎年「夏越の祓」と
して、鉾流神事を行ったことにあるとされている。大川に
鉾を流し、流れ着いた先を御旅所として、船渡御の目的地
とする神事であり、これが天神祭に繋がった 3）。江戸時代
初期の寛永末～慶安 2（1644～1649）年に初めて御旅所の
位置が固定される。位置を固定したことで鉾流神事は中断
となり、毎年御旅所の位置が変わらなくなった。結果、船
渡御のコースも固定される。初めて固定した御旅所に接す
る形で、大阪三大市場である雑喉場魚市場が移転され、こ
の御旅所は「雑喉場の御旅所」と称されるようになる。そ
の後、寛文八（1668）年頃に御旅所の位置が、木津川右岸
の戎島（現西区本田梅元町）に変更される。図 1 に示した
江戸時代の船渡御コースが雑魚場御旅所、戎島御旅所まで
のコースである。戎島の御旅所の付近が、明治新政府によ
り外国人居留地の川口居留地として造成されるようになる
と、明治 5（1872）年に松島へ御旅所が転宮される。コース
は図1 の明治14 年～昭和12 年の船・陸渡御コースである。
松島御旅所への船渡御行列は昭和 13 年～23（1938～1948）
年まで太平洋戦争の影響で中止される。昭和 24（1949）年
に船渡御を復活しようとするが、地盤沈下により橋が川の
水面に近づいたことで船の航行に支障をきたした。昭和 28
（1953）年には、現在の大川を遡行し、U ターンするコー

スとなる（図 1 の現在の陸・船渡御コース）4）。よって現在
までに位置は 2 度、ルートも 3 度変更されたこととなる。
（２）氏地の領域
図１の色の塗っている範囲が「大阪夏祭提灯考」5）から
捉えた江戸～昭和にかけての過去の氏地の範囲である。江
戸時代は大阪天満宮の門前を除くと、当時の大川を下る船
渡御コース沿い及び御旅所周辺に氏地があった。現在は、
雑喉場の御旅所付近や戎島御旅所付近は氏地とはされてお
らず、
飛び地としては千代崎の行宮付近のみが残っている。
このことから、渡御のコースと氏地の領域には大きな関わ
りがあると分かる。江戸時代以降の固定化された御旅所周
辺を氏地として取り込み、天神祭によって大阪天満宮は周
辺住民との結びつきを強めたのである。
千代崎の行宮とは、
松島御旅所周辺にたてなおされた御旅所であり、毎年宵宮
に行宮祭が行われている。また、現在の氏地領域は過去の
氏地領域と比べると、船渡御ルート沿いである大阪天満宮
の東部と、町奉行同心・与力の居住区であった北部に広が
っている。明治 12（1879）年～昭和 12（1937）年まで、北
新地・堂島付近まで陸渡御が行われていたことから、現在
でも堂島付近は大阪天満宮の氏地となっている。

火をたく篝船や、川の水面を照らす衛士篝の設置、橋のラ
イトアップなどが行われている。
（４）可視領域
可視領域は南北の通りと東西の筋で構成される短冊型の
町割の影響と、周囲の 2 階建～中・高層の都市化により、
大阪天満宮から東西南北方向の道路上約350m～400m 程度
の広がりである（図 3）
。大門がある南にやや可視領域が広
がっているものの、方位による大きな差は確認できなかっ
た。大阪天満宮の南には、陸渡御の際に通過する大鳥居が
存在し、可視領域を東西に延ばしている。氏地・祭会場と
比較すると、非常に狭く、大阪天満宮の日常的な視覚的影
響範囲は狭いことが分かった。

図 2 大阪天満宮の可視領域
（５）認識領域・現在の祭の領域
認識領域では、景観要素としての回答者への影響強度を
5 段階評価してもらい、その平均点を評価点として、大阪
天満宮付近で景観において印象深いとされる要素を探った。
結果、最も「祭らしい」と感じる景観要素は評価点 4.92 点
の提灯であった。天神祭において、提灯はほぼ陸渡御コー
ス沿いにのみ設置されていた。観光資源と比較すると、歴
史的資源の認知度は低かった。
図 2 中の丸は認知度が 10 以
上であった資源の位置を示している。
「キッズプラザ大阪」
・
「天満天神繁昌亭」
・
「八軒家浜」等、認知度の高い資源は
ほぼ天神橋筋商店街沿いに分布していた。また、観光資源・
歴史的資源の認知度も大阪天満宮北部では低い等、領域に
よる差が確認された。
各領域の重なる、現在の主要な祭の領域は、大阪天満宮
から南の大川の間及び大川沿い、天神橋筋商店街といった
地域であり、4 要素から捉えた最も大阪天満宮からの影響
が強い領域であった。一方、大阪天満宮からの影響が弱く、
祭の領域と認識され辛い場所は、重なりが氏地のみである
大阪天満宮北部及び西部の堂島、千代崎の行宮付近の 3 地
域であった。また、主要な祭の領域は時代により変遷して
おり、大阪天満宮北部・堂島・千代崎には、大阪天満宮か
らの影響が弱くなり祭の領域でなくなる可能性もあるため、
氏地内における今後の天神祭を支える組織を考える上で、

図１ 渡御コースと氏地の変遷
（３）祭会場
祝祭空間として祭への連帯感を創出する物的装飾は、大
阪天満宮境内、
陸・船渡御コース及び行宮付近で行われる。
人の動きは主に交通規制の行われる大阪天満宮周辺と南部
及び花火が見えて露店の並ぶ大川沿い、さらに天神橋筋商
店街で発生する（図 3）
。源八橋・都島橋等の船渡御の際に
通過する全 7 本の橋上は奉納花火や船渡御が見える、天神
祭において貴重な視点場となっている。提灯、幔幕、注連
縄以外にも、花火を含め光の演出が多く見られ、船上で篝
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4 である。運営員会では、講として判断が必要なこと、天
神祭りに関する事項、会計報告などが話し合われる。図 5
は、鳳講における大阪天満宮・菅南連合八町会（菅南地域
社会福祉協議会）
・新規参入者・氏地外に人との関わりを示
したものである。点線矢印がお金の流れ、矢印が人の動き
である。この図から、財政面について捉える。鳳講の財源
はご祝儀と各町分担金、輿丁と呼ばれる神輿の担ぎ手の参
加費、客船でのチケット販売と寄付金、グッズの売上であ
る。ご祝儀とは、氏地内在住の個人からの寄付金を指す。
各町分担金とは、旧町割の各町会の町会費から募金として
支払われる資金を指す。ご祝儀の際、
「大阪締め」とも言わ
れる「手打ち」を行う場合が多い。支出面は、主に神輿の
修繕費や船渡御の際の船のレンタル代金である。他の講と
の関わりとしては、西天満小学校の児童が参加する講であ
る天神講獅子がある。天神講獅子は女性も参加して、獅子
舞や傘踊り等を披露するため、菅南地区の女性や子供は天
神講獅子に所属する場合も多い。子供の場合、成長すると
他の講に所属することもある。また、御鳳輦講は菅原町を
中心とする乾物商を営む同業者の縁が基で構成されている
団体であり、
鳳講とは支持母体の一部が重なることとなる。
よって、鳳講の役職と御鳳輦講の講員を兼任する人や、鳳
講から御鳳輦講に講を移す人もいる。
図 3 現在の大阪天満宮を中心とした祭の領域
（２）地域のコミュニティ
大阪市北区は、菅南地域のような各町をまとめた地域が
重要な地域であると考えられる。
19 存在し、そのうち 18 の地域で連合会が存在する。菅南
地域社会福祉協議会や菅南連合振興町会、菅南連合八町会
４．天神祭を支える人々の実態
と呼ばれ方は様々だが、同じものを指す。よって、地縁に
（１）講
大阪天満宮に対して奉仕を行う地縁及び同業の縁や社縁 よるコミュニティは各町会、菅南連合八町会、鳳講と多層
を基に組織化した団体である。講には講元と呼ばれる各講 構造で存在している。菅南連合八町会には、各町会長や菅
を束ねるトップが存在し、自主的に運営されている。天神 南地区における婦人部や、青少年部、子供会、民選委員、
祭などでは、講同士の連絡や情報共有が必要となるため、 防犯委員などの代表者が集まる。婦人部や青少年部は、各
昭和 50（1975）年に天神祭講社連合会という組織が形成さ 町会単位ではなく菅南連合八町会が担っており、子供会は
れた。2016 年度講社連合に加盟している講は 25 講あり、 さらに広い校区の単位で活動が行われている。鳳講は、菅
天神祭に参加を表明し奉仕を行ったのは 24 講である。江 南連合八町会の中に、他の委員のように「鳳講常任委員」
戸時代頃に盛んに結成され、現在まで存続している講は 8 として席が存在することで、連合町会内に組み込まれてい
講である 6）。時代と共に消失・復活・新設が繰り返され、 る。これにより、菅南地区在住の人に鳳講からの協力の要
特に同業者で結成された講でその傾向が強い。また、講名 請や呼びかけができる。また、図 4 のグレーの部分は、鳳
だけを引きつぎ、支持母体が変わる例もある。ここでは、 講運営委員会における菅南連合八町会関係者であり、各町
地縁の講である鳳講について詳述する。鳳講は、
「菅南」と 会長等は鳳講の運営に対して意見ができる権利がある。し
呼ばれる大阪天満宮南部の旧町割の町会 8 町に住む氏子集 かし、菅南連合八町会と鳳講の構成員は必ずしも一致して
団である。鳳神輿を受け継ぎ管理しており、渡御の際には おらず、連合町会の会長と鳳講の講元は兼任でなくて良い
その運搬を行う。所属人数は、1 年を通して活動する講員 うえ、菅南連合八町会に参加していなければ鳳講の講員に
が 38 名、鳳神輿を舁く「舁き手役員」が 26 名、さらに「浴 なれない訳ではない。
衣役員」
と呼ばれる菅南地区在住の年配の協力者が加わり、 （３）氏地外からの参加者
氏地外から天神祭を支える参加者としては、鳳講の場合
合計約 70 名である。所属者の平均年齢は約 50 歳である。
特定の家筋や世襲制での加入ではなく、菅南地区在住者や は神輿の担ぎ手があげられる。約 2 トンの重さがある神輿
町会加入者が天神祭に参加しなければならないという強制 は 1 回 70 人、交代人員を含めて 150 人の與丁が必要とさ
圧力はほぼ無い。鳳講では運営員会の開催が定められてお れており、紹介制で参加を受け入れている。他に、ボラン
り、委員には 10 の役職がある。役職についている人数は兼 ティアという参加形態がある。ダストバスターズは天神祭
任 2 名を除き 36 名である。役職を組織図化したものが、図 での清掃ボランティア集団であり、毎年 500 名が氏地外か
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ニティや講の存在の知名度を上げると同時に、古くからの
家筋でなくても加入できることをアピールし、新規講員獲
得に繋げることが今後の課題となる。鳳講の講員のうち、
若い講員は舁き手役員であることが多く、今後講の運営に
携わる役員や、講元となるリーダー育成が必要だ。地縁の
講全体としては、講の引継ぎ手として氏地外からの加入希
望者を受け入れる場合に、合意形成について話し合いを進
めるべきだ。地縁の基盤となる旧町名の引継ぎも重要であ
る。
一方、
社縁の講は氏地外居住者や女性も参加しやすく、
人手も多いが講の歴史や奉仕内容、講員として活動に参加
する人数は少ないなどの課題がある。

図 4 鳳講運営委員会組織図

５．おわりに
天神祭により地域に一体感が生まれ、地縁コミュニティ
が継承されていた。祭の存続には、今後影響の薄い大阪天
満宮北部・堂島・千代崎での祝祭空間の演出と、積極的な
祭への参画等を促し、天神祭を支える組織の増加・強化が
必要である。また、天神祭予算の財源確保のため 2 年前か
ら実施されているクラウドファンディングなど一般の人が
個人的に寄付できる仕組みの拡充、ボランティアの受け入
れ体制が重要となる。講に関しては、新規講員の獲得や、
運営に携わる講員の育成、氏地外参加希望者に関する合意
形成、旧町名の引継ぎが講という組織によって天神祭を支
えていくうえで必要であると考える。

図 5 鳳講における大阪天満宮及び氏地内・外との関わり
ら参加している。継続的に、祭事・神事の両面から天神祭
に関わりたい場合は、講に所属することが必要である。同
業者の縁・社縁を基に結束した講は、講員が氏地外在住者
を含み大阪全体に広がっている場合も多く、同業種のつな
がりがあれば所属しやすい。鳳講の場合は、地縁の講では
あるが紹介者が監督し、連帯責任を負うという形で鳳講運
営委員会の承認を経れば講員となることができる。
（４）講以外の組織
講以外の天神祭を支える組織に天神祭渡御行事保存協賛
会がある。天神祭渡御行事保存協賛会が天神祭の主催者と
されており、現在会長は大阪商工会議所の会頭が務めてい
る。天神祭の予算はこの教会の予算が担っている。大阪天
満宮職員は、
天神祭渡御行事保存協賛会の事務職員であり、
天神祭当日は神事・サポーター・責任者の 3 役を果たす。
（５）現状と課題
菅南地区は世帯数、
人口ともに年々増加傾向にある一方、
講員数は増加していない。移住者に対し、旧町名のコミュ
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草地維持管理活動へのボランティア参加の現状とその効果
－ 熊本県阿蘇地域を事例として －
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
1 研究の背景と目的
我が国において草地は入会地として集落単位で共同利用
されてきたものであり、地域の農畜産物資源の採取場とし
ての役割を果たしてきた(1)。草地はこのような本来的役割
の他にも生物多様性の保持や地域文化の醸成、観光資源と
しての役割などの副次的な機能・価値も多く有している 1)。
しかし高度経済成長期以降、草利用の衰退にともなう農
用地開発や造林地化の影響などにより、我が国の草地面積
は減少していることが各種統計調査から明らかになってい
る 2)。草地は人為による働きかけをもって維持されてきた
二次的な自然であるため、草地の再生の方策は生態学的な
視点と人的資源の確保などといった社会的な視点の双方か
ら検討される必要がある 3)。
後者の視点からの提案として、近年では草地保全管理活
動へのボランティアの参加が各地で行われ始めている。こ
の取り組みは 1990 年代後半から行われ始めた比較的萌芽
的なもので、熊本県の阿蘇地域をはじめ山口県の秋吉台、
広島県の雲月山、島根県の三瓶山等において行政や NPO
法人によりボランティアの派遣活動が行われている 4)。こ
の取り組みは、地元の草地保全管理の担い手が減少してい
る地域において、草地の価値による経済利益の確保や公的
支援に頼らずに持続可能な草地管理を継続させることがで
きる方策の一つであり、新たな草地保全管理の形として重
要視されている 5)。したがって、まだボランティア参加の
取り組みを取り入れていないほかの草地においても可能な
範囲でその取り組みを拡大することで草地の維持の一助と
なることが期待できる。
草地の保全管理へのボランティア参加に関する既往研究
には二次草原の再生活動の社会システムを類型化するもの
があるものの 6)、取り組み自体がまだ萌芽的なものである
ため、その他は取り組みを紹介したものにとどまる。一方
で、自然環境保護活動へのボランティア参加活動は、草地
の他にも森林、里地・里山など幅広いフィールドで行われ
ており、先行研究では、組織づくりやその運営形態の把握・

図 1 対象地の選定フロー

評価や管理作業プログラムの評価 7), 8), 9)、ボランティア参加
者へのアンケート調査による意識の変化の把握 10),11)等が行
われている。自然環境保護活動へのボランティア参加につ
いては、組織運営方法に関する知見や参加者の意識に関す
る知見は得られているが、ボランティア参加者の具体的な
活動内容と派遣活動そのものや受け入れ先の社会環境との
関係は明らかになっていない。また、草地保全管理は火入
れのような危険が伴う作業がある、活動の時期が決まって
おりボランティアの都合に合わせられない、毎年作業を実
施しないと森林へと遷移し草地そのものが失われる等とい
った特徴から、作業内容の面で他のフィールドでの活動と
同等には扱えない側面が強い。そのため、草地特有の作業
内容の特徴を考慮しながら、ボランティア参加が草地やそ
の保全管理にもたらす影響・効果を明らかにし、派遣活動
の改善を図ることが今後の恒久的な草地保全管理のため重
要となってくる。
そこで本研究では、草地の保全管理作業におけるボラン
ティア参加の活動を行っている地域での活動の現状を明ら
かにし、各草地の管理主体の社会構成、作業の特性を考慮
しながらボランティア参加の貢献点や課題点を考察するこ
とで、草地保全管理へのボランティア参加活動を展開・活
性化する際に有用な知見を得ることを目的とする。
2 研究方法
2．1 対象地域の選定
「日本の草原データベース 12)」を用いて、全国の草原
（n=233、登録草原のうち情報不足により管理形態が特定
できない草原を除いたもの）を草原保全管理活動の実施、
ボランティアの存在の有無により3地域に絞り込み
（図1）
、
その中でも草地の管理に関する継続した基礎調査が行われ
ており管理状況の変遷が把握できる熊本県阿蘇地域を対象
地域とした。図 2 に対象地域と草地の分布を示す。阿蘇地

図 2 対象地域の位置と草地の分布
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調査内容

牧野組合へのアンケート調査
郵送による調査票配布(注)
2016 年12 月～2017 年1 月
阿蘇地域の牧野組合
返信用封筒による郵送(注)
35 件(注)
12 件（回収率34.3%）(注)
草地の現況、保全管理作業への
発足経緯、活動内容、ボランテ
ボランティア支援の現況、影響
ィア派遣に関する課題意識等
について等
（注）うち電話ヒアリングによるものが1 件

出役者数[人]

調査方法
調査期間
調査対象
回収方法
配布数
回収数

ヒアリング調査
直接聞き取り
2016 年12 月11 日
阿蘇GS 職員

域の草原は中央火口丘周辺とカルデラ部に広がっている。
地域内に草原保全管理作業の主体である牧野組合は 159 存
在し 13）、その内 2015 年時点では 62 組合がボランティアを
受け入れている 3）。
阿蘇地域における草地保全管理作業へのボランティア派
遣事業の実施主体は（公財）阿蘇グリーンストック（以下
阿蘇 GS）である(2)。阿蘇 GS は、自発的な自然風景地の保
護及び管理の一定の能力を有する一般財団法人として、
2002 年の自然公園法改正により創設された公園管理団体
制度に基づき 2003 年に国立公園管理団体に指定されてお
り、当該地域の自発的な保護・管理等を行っている。ボラ
ンティア募集・派遣業務については、牧野組合の支援要請
を受けてからボランティア会員へ募集を告知し人員を確保、
派遣するという形式をとっている。
2．2 調査・分析方法
牧野組合が管理する草地の現況、ボランティア支援活動
の実態を明らかにするために、過去に実施された草地の実
態調査 13）に併せ、既往調査で詳細が明らかになっていない
ボランティア参加の実態を明らかにするために阿蘇 GS に
ヒアリング調査を、牧野組合に対してアンケート調査（回
収数 12）を行った。各調査の概要を表 1 に示す。アンケー
ト調査回答の不足・補足事項は可能な範囲で電話によるヒ
アリング調査で回答を補い、前述の電話ヒアリングを行っ
た 1 組合を併せ後掲表 2 に示す 9 組合から回答を得た。
3 阿蘇地域における草地保全管理作業の現況
阿蘇地域では、地元住民により野焼き、輪地切りをはじ
めとした草地保全管理作業が行われてきた。
野焼きとは、春の初めに草地の枯れ木・枯草を焼く作業
であり、それにより樹木の侵入を防ぎ、草本群落から森林
群落への遷移を留めて草地を維持することが可能となる。
輪地切りとは、野焼きの際に周辺の山林や建物への延焼を
防ぐための防火帯（輪地）を形成する作業である(2)。
野焼き作業の規模は、県や市町村の財政支援やボランテ
ィア支援（後述）も一因となり、野焼き面積でみると平成
10 年度から 13 年間で約 1 %増加している 14)。
その一方で、
図 3 に示すように野焼き・輪地切り作業への地元出役者数
は調査開始時から 13 年間でそれぞれ約 1,000 人が減少、
（輪地切り作業への）地元出役者の平均年齢も 6.0 歳微増
するなど、阿蘇地域においては草地保全管理の担い手の減
少、高齢化が徐々に進んでいる。
10
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表 1 アンケート調査、ヒアリング調査の概要

48

野焼き

平均年齢

図 3 地元作業出役者数と平均年齢の変化

4 阿蘇地域における草地保全管理作業へのボランティア
参加の現況
4．1 阿蘇 GS が持つ草地保全に対する課題意識
ヒアリング調査により明らかになった阿蘇 GS が有する
草地の保全に関する課題意識は、(1)ボランティア人材に関
する課題、(2)地元の担い手に関する課題の二つに大別でき
た。
(1) ボランティア参加者の人数自体は活動を開始した 1998
年度から 20 倍以上の 2,500 人程に増加している 15)もの
の高齢者が約 59 %を占め 16)、定年後にボランティア登
録する人が多いことからも若年層の取り込みが容易で
はなく阿蘇 GS としても課題と捉えている。また、ボラ
ンティアの安全管理は常に問題であり、阿蘇 GS の事業
範囲では今まで大きな事故は起きていないが近隣のく
じゅう地域（大分県）では死亡事故も起きているため安
全への取り組みや保険の加入などで対策を講じている。
(2) 究極の理想は地元の担い手の力のみで野焼きを持続し
ていくことだが、地元の後継者が不足している現状で
は達成は困難である。将来の後継者を育成する意味で、
火引きのマニュアル DVD を作成し地元若年住民を対
象に研修を行ったり、小学校などで環境学習を実施す
るなどの対策を行っている。
4．2 各牧野組合の草地保全管理作業の現況
アンケート調査票の回収ができた 12 の牧野組合のうち、
輪地切り・野焼き作業を行っている牧野組合は 11 組合、そ
のうちボランティアを受け入れている牧野組合は 6 組合存
在した。これらより、表 2 に示す通り牧野組合を 3 群に分
類した。輪地切り、野焼きによる草原保全管理活動を行っ
ておりかつそれらの作業にボランティア支援を受け入れて
いる牧野組合を A 群、草原保全管理活動は行っているがボ
ランティア支援の受け入れは行っていない牧野組合をB群、
草原維持管理活動を行っていない牧野組合をC群として分
類した。これらの牧野組合の位置を図 5 に示す。
草原維持管理活動を行っていないC1 を除いた11 の牧野
組合について、ボランティアの受け入れ有無の理由を表 3、
表 4 に示す(3)。ボランティアを受け入れた理由にはどの組

表 2 調査票を回収できた牧野組合の概要とその分類
群

A群

B群

※1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

※2
○
○
○
○
○
○

C群

略称
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
C1

所在地
阿蘇郡高森町
阿蘇市（旧一の宮町）
阿蘇郡高森町
南阿蘇村（旧白水村）
上益城郡山都町（旧蘇陽町）
阿蘇市（阿蘇町）
阿蘇郡産山村
阿蘇郡南小国町
阿蘇市（旧一の宮町）
阿蘇市（旧阿蘇町）
阿蘇郡高森町
上益城郡山都町（旧蘇陽町）

表 3 ボランティアを受け入れた理由

電話ヒアリング
○（電話のみ）
○
○
○
○
○

ボランティアを受け入れた理由

A1

A2

A3

A4

A5

人員が常に足りない
作業日に人員が足りないことがある
作業人員の高齢化
交流を図りたい
管理コストの削減
体験型観光の一環
地域の情報発信
他者からの勧め、働きかけ

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○

○
○

○

牧野採草
地の荒廃

その他

○

○

A6

表 4 ボランティアを受け入れなかった理由(3)

※1：草地保全管理作業実施有無 ※2：ボランティア受け入れ有無

ボランティアを受け入れなかった理由

B1

B2

B3

B4

人員が足りている

○

○

○

○

B5
野焼きの時間
帯が合わない

その他

表 5 ボランティア参加者に依頼する作業内容

A1
A2
A3
A4
A5
A6

図 4 調査対象牧野組合が管理する草地の位置と標高

A1
A2
A3
A4
B5

B4

B3

B2

B1

A6

A5

A群
B群

2
2

15

3
3

30
30
15
20

10
10
9
12
5
5

60
40

40
30
10

36
36

3
40
42
42

0

20

40

60

80

○

輪地切り
草寄せ
火引き
○
○
○
○
○
○

火消し
○
○

○

野焼き
火引き
火消し
○
○
○
○
○
○
○

合のうち、4 組合では人員が足りていることを理由に挙げ
ている。一方で B5 は、通常午前中から派遣され夕方まで
には解散するボランティア派遣のタイムスケジュールに対
し、野焼き作業を 15 時から行うため時間が合わないこと
を理由に挙げている。
また、地元出役者数とボランティア参加者数を図 5 に示
す。A 群の牧野組合の半数以上にあたる A1、A2、A3、A4
では、地元出役者を上回るボランティア人員が作業に従事
していることが明らかになった。ヒアリング調査により、
A1、A2、A4 の牧野組合ではそれぞれ作業人員不足、作業
経験をもつ地元後継者の不足、地元出役者の高齢化を原因
にボランティアの要請をしていたことが明らかになってお
り、そのような牧野組合においては地元出役者数を上回る
ボランティア参加者が作業に従事していることが明らかに
なった。一方で B 群の牧野組合は、人数が把握できていな
い牧野組合も多いものの地元の出役者数が一定人数確保で
きていることが分かる。また、B3 では輪地切り作業に重機
を用いるなどの省力化の取り組みもなされていることがヒ
アリング調査で明らかになった。
A 群の牧野組合がボランティアに依頼している作業を表
5 に示す。輪地切り作業に重機を用いている A5 を除く全
ての牧野組合で輪地切り・野焼き両作業にボランティアを
受け入れていることと、A2 を除く全ての牧野組合でボラ
ンティアには作業経験が求められない作業（刈払い、草寄
せ、火消し）のみを依頼していることが分かった。一方で
A2 へのヒアリング調査により、A2 では経験を積んだ地元
後継者の不足を理由に、作業経験が求められる作業（火引
き）もボランティアに依頼していることが分かった。

地元出役者数
ボランティア参加者数
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き
輪地切り
野焼き

刈払い
○
○
○
○

100

[⼈]

図 5 地元出役者数とボランティア参加者数
（注）A1 の輪地切り作業へのボランティア受け入れ人数は10～25 人，
A5 は輪地切り作業へのボランティア受け入れなし，
A6, B2, B5 の地元出役者数は不明

合も人員不足と高齢化を挙げている。一方で、ボランティ
アとの交流や管理コストの削減、観光の一環としての効果
を期待する牧野組合はなく、あくまで草地保全管理作業の
持続を目的としてボランティアの受け入れを行っているこ
とが分かる。ボランティアを受け入れなかった B 群の 5 組
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表 6 ボランティア参加による草地保全管理作業への影響(4)

役割により効果を挙げており、高齢作業者の負担軽減の点
輪地切り・野焼き作業の規模・労力への影響
では作業状況の改善にもつながることが明らかになった。
減少に大きく
現状の維持に
増加にわずか
本研究で対象とした阿蘇 GS の取り組みでは、草地が公
影響した
影響した
に影響した
有地ではなく各牧野組合による所有地であることも関係し
A1,A2,A4,A5,A6
A3
野焼き面積
て、主体的なボランティア派遣は行えずあくまで支援要請
A2
A1,A3,A4,A5,A6
地元出役者数
A2,A4
A1,A3,A5,A6
作業時間
を受けてからのボランティア人員の派遣にとどまっている。
ボランティア派遣団体がどの地域で後継者が減少・不足し
5 ボランティア参加による草地保全管理作業への影響
ているかに併せ、現状の作業出役者が具体的にどの作業を
アンケート調査によって明らかになったボランティアに 実施可能であるか等を行政との連携などにより積極的に把
よる輪地切り・野焼き作業への影響について表 5 に示す（4）。 握し、ボランティア派遣に活かすことがより効果的なボラ
本調査では、作業規模（輪地切り延長の伸長、野焼き面積 ンティア参加のために有効であると考えられる。
の拡大）と労力（地元出役者数、作業時間）の 2 つの観点
で各作業への影響について調査したが、今回調査した 6 つ 補注
の牧野組合に関しては、ボランティアの作業規模の削減へ (1) 本研究では草地を牧野法第1 章第2 条での牧野の定義である「主として
家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地（耕
の効果は評価しておらず、あくまでボランティア参加が現
作の目的に供される土地を除く。
）
」と同義のものと捉えるものとする。
状の維持へ貢献したことを評価している牧野組合が半数以 (2) 厳密には草地と森林の境等の草を6～10m程度の幅で刈り取る作業を「輪
地切り」
、刈り取った草を防火帯上で焼く作業を「輪地焼き」と呼ぶが、
上であることが明らかになった。一方で作業規模の増加を
本研究ではこれらの2 つの作業を総称して輪地切りと呼称する。
より高く評価している A3 については、ボランティア受け (3) 調査時は「人員が足りている」、
「ボランティア以外の作業支援・作業委託
入れまで野焼き作業を実施できていなかったことを挙げ、
を行っている」
、
「受け入れに関連して費用が掛かる」
、
「受け入れ手続き
が煩雑」
、
「人身事故が心配」
、
「火災が心配」
、
「家畜への影響が心配」
、
「一
労力の削減への影響をより高く評価している A2 と A4 に
般人が牧野に入るようになるのが心配」
、
「草の踏み荒らしが心配」
、
「受
ついては、経験を積んだ後継者が不足していることを評価
け入れの体制が整っていない」の選択肢を用意したが、回答がなかった
段階については表4 中では省略した。
の理由として挙げた。
(4)

6 結論・考察
以上の結果から、草地へのボランティア参加の取り組み
の展開・活性化を図る際に有効な以下のような知見が得ら
れた。ボランティアの募集・派遣主体である阿蘇 GS は、
地元の保全管理作業の担い手不足に併せて若年層のボラン
ティア参加者の取り込みに課題意識を持っていた。
阿蘇GS
はこれらの問題に対して、4.1(1)で述べたような地元の若年
後継者に対しての火引き作業のマニュアル DVD による研
修の取り組みや、研修会の日程の短縮による就労している
年齢層や学生の参加促進により解決を図っている。
ボランティア参加の取り組みは、現状では火引きのよう
な経験を伴う作業ではなく、刈払いや草寄せ、火消しとい
った簡単で人員量が必要な作業で主に実施されていること
が分かった。したがって草地保全管理作業におけるボラン
ティア支援活動の実施主体には、専門技能や経験を有する
人材に限らず幅広い参加者を募ることが求められる。一方
で、作業に関して経験や技術がある人材も後継者不足が深
刻な地域において求められていることから、ボランティア
派遣元と受け入れ先での適切なマッチングが求められる。
またボランティア参加による各牧野組合の草地保全管理
作業への影響は、草地保全管理作業の負担量の観点で現状
の維持にプラスに影響したと評価する組合が最も多い一方
で、後継者が不足している牧野組合ではボランティア参加
による作業規模の拡大、作業負担の減少への対処の点をよ
り高く評価していることが明らかになった。ボランティア
受け入れ有無の理由からも、草地へのボランティア参加の
取り組みは作業への出役人手を補てんするという直接的な

調査時は「減少に大きく影響した」
、
「減少にわずかに影響した」
、
「現状の
維持に影響した」
、
「増加にわずかに影響した」
、
「増加に大きく影響した」
の 5 段階評価の選択肢を用意したが、回答がなかった段階については表
6 中では省略した。
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ソーシャルメディアを活用した景観の分析と評価
－ 観光地を対象として －
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ータをもとに観光行動に基づいた景観の分析と評価を試み
１．はじめに
わが国では、豊かな自然、歴史、文化といった地域固有 ている。具体的には、各来訪者の投稿するデータの時空間
の景観資源を受け継ぎ、美しい都市空間を形成してきた。 情報から回遊ルートの推定を行い、来訪者の回遊行動を把
しかし、急速な経済成長や都市化の影響を受け、景観資源 握し、何に関心があるのか、また何を眺めていたかを把握
に対する配慮が足らず、良好な景観の喪失などの問題が深 した。さらに、テキストに対して言語判定や感情分析を行
刻化している。近年の成熟社会により、景観に対する国民 った。写真画像に対して、機械学習された Computer Vison
の意識が高まりつつあり、地域固有の景観資源を意識した API を用い、被写体情報を抽出した。これらの結果をもと
政策が行われている。
したがって、
地域の景観資源を知り、 に観光地における景観の分析と評価結果の一例を報告する。
都市空間においてそれらの価値を定め、地域に新たな魅力
３．対象地の選定
や価値を創造していかなければならない。
歴史や文化にくわえ、緑景観といったさまざまな局面を
また景観は、
地域が有する大きな観光資源の一つであり、
その活用は、観光振興の有力な手段となる。わが国では、 もち、近年、観光客数が増加傾向 2)にある奈良市を対象と
2007 年 1 月に「住んでよし、訪れてよし」の国づくりを目 した。また、奈良市には、東大寺、興福寺、春日大社や歴
指した「観光立国推進基本法」が施行され、観光は 21 世紀 史的町家などを含む歴史的空間と現代都市空間が存在して
における日本の重要な政策の柱として位置づけられている おり、これら大きな寺社のほかにも、古くからある名所が
1)
「各寺社」や「ならまち」などさ
。
観光立国の実現に向けてさまざまな施策が行われており、 存在している。来訪者は、
観光地としての魅力向上を考える上で、良好な景観は欠か まざまなエリアに訪れていることが確認できた。そこで、
これらを包含する全域を対象とした（図 1）
。この全域は、
せない。
一方、スマートデバイスの発達とソーシャルメディアの 「奈良町」と呼ばれ、江戸時代中期の「奈良町絵図」に描か
「奈良町」を「各寺社」
、
利用拡大により、位置情報にともなうデータが飛躍的に増 れた区域全体である。本研究では、
、
「きたまち」
、
「高畑」等を含む古くからの市街
大し、注目を浴びている。地域に新たな魅力や価値を創造 「ならまち」
するために、こうしたビッグデータを活用したまちづくり 地全域とし、この「奈良町」の範囲を対象地域とし、分析
への期待が高まっている。近年、観光客は関心がある対象 を展開している。
を写真やテキストなどをソーシャルメディア上に投稿する
傾向があり、それらから観光客が魅力を感じる景観要素を
抽出できる。これらのデータに付加された「位置情報」か
ら、いつ・どこで・人々がどのような行動をしているのか、
「時間」
・
「空間」
・
「人間」に関連する膨大な情報が容易に
把握することができる。これらに関わる情報は、景観デザ
インに欠かせないものであり、都市をデザインする上でも
重要である。
２．研究の目的と方法
観光地において、観光事業の促進や魅力ある観光地域を
形成するために、来訪者のニーズを把握することが重要と
されている。しかし、どのように回遊しているのか、観光
行動は刻々と変わり、十分にそれらを把握することが難し
い。そこで、ソーシャルメディアから得られる時空間デー
タを活用することで、観光地における刻々と変化する来訪
者の行動を捉え、容易に読み解ける。そこで本研究は、観
光地に訪れる人々の観光行動から景観の分析と評価するこ
とを目的としている。
本研究では、ソーシャルメディアから取得した時空間デ

0

図 1 奈良町
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４．データベースの構築
（１） 投稿データの位置
観光客は、関心を持った対象に対してテキストや写真画
像をソーシャルメディアへ投稿されることが少なくない。
こうした投稿データからは、位置情報と関連した多数の情
報を抽出することが可能であり、観光客の行動を把握する
ことができる。本研究では、観光客が投稿するデータから
観光行動を捉え、Flickr と Twitter が公開している API
（Application Programming Interface）からデータ取得を行って
いる。
Twitter 社 3)が提供している API の種類は大きく分けて 2
つあり、リアルタイムに発言された大量のツイートを取得
できる Streaming API、各ツイートに対して複雑な検索や過
去のツイートを取得できる REST API がある。本研究では、
指定したパラメータ検索ができる REST API を採用した。
また、Flickr は、数多くある写真コミュニティサイトの中で
も世界一の写真投稿枚数を誇り、さまざまな写真画像を取
り扱うことが可能である。
Flickr社 4)が提供しているAPIは、
投稿されたパラメータに加え、ジオタグ情報なども容易に
抽出ができる。
投稿データの取得期間は、Twitter と Flickr の両サイトか
ら同時期に取得できる期間である、2016 年 2 月 1 日から
2017 年 1 月 31 日までの 1 年間とした。Twitter ではサンプ
ル数 32,614 ツイート、Flickr では、取得可能な全サンプル
数 2,455 枚取得し、本研究では上記のサンプル数を用いて
分析を行っている。
これらのツイート位置を GIS 上にプロットした（図 2）
ツイート位置については、取得したテキストから日本人観
光客または訪日外国人観光客か言語判定し、各属性毎にツ
イート情報を GIS 上にプロットを行っている。続いて、投
稿する日本人、訪日外国人の観光客の特性を把握する。両
者の関係性を定量的に把握するために、カーネル密度推定
の結果をクロス集計した（図 3）
。本研究では、セルサイズ
1ｍ、
バンド幅を平均最近距離分析により算出した期待され
る平均距離 20ｍとした。

0
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図 3 カーネル密度推定
クロス集計の結果より、訪日外国人観光客と日本人観光
客に共通して、主要観光施設である東大寺、興福寺、春日
大社といった寺社にツイート位置の集積する傾向が見られ
る。さらに、日本人観光客の回遊性は、訪日外国人観光客
と比べて高い傾向があり、
「ならまち」
「
、きたまち」
「高畑」
、
などに訪れる訪日外国人観光客は少ない。
それにくわえ、
来訪者が眺める視点場を抽出するために、
Flickr から取得した写真撮影位置を GIS 上にプロットした
（図 4）また、この写真撮影位置から良好な視点場を視覚
的に把握するために、ホットスポット分析を行った。ホッ
トスポット分析は、交通事故や犯罪などが集中して発生し
ている場所を空間的に把握する際に用いられている。
来訪者がより多く撮影されている場所、ポテンシャルの
高い視点場は以下に示す通りである（表 1；図 5）
。この結
果から、主要観光施設である各寺社の付近のみならず、市
街地にもポテンシャルの高い視点場が存在していることが
わかる。

ツイート位置
日本人
訪日外国人

0

500m

0

図 4 写真撮影位置

図 2 ツイートの発信位置
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表 1 ポテンシャルの高い視点場
東大寺
大仏殿、南大門、二月堂、廻廊
興福寺
五重塔、南円堂
春日大社
南門、東回廊、飛火野
氷室神社
奈良公園
ならまち
駅前広場

鳥居、枝垂れ桜
春日野園地、若草山
餅飯殿、下御門
JR 奈良駅、近鉄奈良駅

（⼈）
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図 7 ルート推定 Flickr ユーザ
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ルート推定の結果から、Twitter ユーザはさまざまな場所
でツイートを発信し、各観光名所間の回遊行動を把握でき
る。一方、Flickr ユーザは、各観光名所で多く撮影する傾向
があるため、詳細なルートを把握できる。
広域な観光行動を確認すると、JR 奈良駅を起点とする場
合は、興福寺、春日大社へ向かうケースが多く、近鉄奈良
駅を起点とする場合、東大寺側へ向かうなどといった、観
光行動を捉えることができた。さらに、より多く選択され
た街路は、三条通り、大宮通りが多く、続いて、鶴福院町
へ向かう通りなどを利用していることが確認できた。

500m

図 5 ホットスポット分析
５．景観分析
（１）利用ルートの把握
Twitter と Flickr に投稿されたデータを各来訪者毎に分類
し、ユーザの発信位置と時刻情報を連携することで、各来
訪者がどのルートを選択し、どのように回遊しているのか
推定することができる。そこで、Twitter と Flickr で取得し
た時刻情報と発信位置から各ユーザ毎のルート推定を行っ
た（図 6；図 7）
。

（２）エリア毎における写真画像の分類
Flickr に投稿された写真画像は、主対象にくわえ、さまざ
まな空間要素で構成されている。こうした要素を把握する
ことは、景観評価を行なう上で不可欠であり、得られた写
真画像を一枚一枚、客観的に空間要素を効率よく抽出して
いく必要がある。そこで、画像認識から写真画像の被写体
情報を抽出する。本研究では、Microsoft 社 5)が提供してい
る API の一つである Computer Vison API を使用した。
Computer Vison API は、写真画像の被写体を機械判読し、ラ
ベリングや画像内のテキストの判読など多様な機能を有し
ており、本研究では、Tagging Image, Categorizing Image の 2
つの機能を用いた。
Tagging Image は、
画像内の要素を、
2,000
以上の認識要素、生物、風景などに基づいて、タグ情報を
算出する。また、被写体情報にくわえ、屋外または屋内な
どのシーン設定や人の動作も抽出できる（表 2 ）。
Categorizing Image は、Tagging Image の結果を基づいて、86
個の概念リストに分類し、画像内の特徴を捉えることでき
る（表 2）
。これらの機能を用い、写真画像内の要素を抽出
し、分析へと展開している。
各エリア毎に、来訪者がどのような対象を撮影する傾向
があるのかを捉えるため、Categorizing Image から取得した
結果を用い、写真画像の特徴を把握した（図 8）
。また、人

（⼈）
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図 6 ルート推定 Twitter ユーザ
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近づくにつれ、150ｍを境に、連続的に被写体に映る緑と建
物が徐々に下がり、被写体に映る建物が急激に増加する傾
向がある。したがって、このルート上では、眺められる緑
や建物または水を対象に、各空間要素の景観対象が移り変
わりつつ、進んでいることが推測できる。

や食べ物などを被写体として撮影されている写真画像が確
認できた。景観検討を行う際、良好な景観が撮影されてい
る風景写真を用いるのが適切である。以降では、適切な写
真画像であったサンプル数 1,787 枚を用い、分析を行って
いる。
表 2 Computer Vison API 解析結果

( )

南⼤⾨

100

⽩蛇川

80
60

greenery

40

buiding
water

20
0
0

50

100

150

200
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300

350
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図 9 シークエンス景観要素の抽出
６．おわりに
本研究では、観光地に訪れる来訪者がソーシャルメディ
アに投稿するテキストと写真画像に着目し、ツイート投稿
位置と写真撮影位置をもとに、来訪者が各エリアのどこに
集積し、良好な視点場の把握を行った。さらに、テキスト
から言語判定し、日本人と訪日外国人の観光行動を捉え、
発信位置だけでなく、回遊行動も明らかにした。また、取
得した写真画像を画像認識 API の Computer Vison API を用
い、写真画像内の要素や特徴を捉え、実際に来訪者が眺め
る景観要素を把握することができた。
今回は一例として南大門付近を通るユーザを対象とした
分析しか行えていない。今後は、さらに範囲を拡大し、他
のエリアにも展開する必要がある。さらに、精度ある評価
指標を確立させるために、両サイトに投稿されるデータか
ら総合的に分析を試みるつもりである。

依水園

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

building_
building_arch
building_brickwall
building_corner
building_doorwindows
building_pillar
building_stair
building_street
dark_
dark_fire
dark_light
outdoor_
outdoor_city
outdoor_field
outdoor_grass
outdoor_house
outdoor_mountain
outdoor_oceanbeach
outdoor_railway
outdoor_road
outdoor_sportsfield
outdoor_stonerock
outdoor_street
outdoor_waterside
plant_
plant_branch
plant_flower
plant_leaves
plant_tree
sky_cloud
sky_sun
others_

Tagging Image
"tree" "outdoor" "building" "grass" "water" "river"
"nature" "plant" "surrounded" "garden"
Categorizing Image
"Plant_tree"

謝辞：本研究は JSPS 科研費 26350026 の助成を受けたも
のです。ここに記して謝意を表します。

図 8 各エリア毎の被写体の撮影傾向
例として、特徴があった「東大寺」
、
「奈良公園」
「ならま
ち」を挙げる。各エリア毎の被写体の撮影傾向を確認する
と、
「東大寺」では、各伽藍や樹木などを被写体に捉え撮影
する傾向がある。また、
「奈良公園」では、主に樹木や花な
ど緑を主対象として撮影する傾向がある。
一方、
「ならまち」
では、建物を被写体に捉える傾向があり、とくに歴史的建
築物を撮影している。この結果から、各エリア毎に何を被
写体として撮影しているのか把握できた。
（３）写真画像内の要素
実際に来訪者が眺める景観要素を抽出するために、ルー
ト推定の結果から、Flickr ユーザが利用度の高かった東大
寺南大門へ至るルートを対象とする。Tagging Image を用い
て全ての被写体情報を抽出したところ、起点から南大門に

16

参考文献
1) 国土交通省：観光庁について，
http://www.mlit.go.jp/kankocho/about/index.html，2016.5
2) 奈良県庁，
「平成 26 年度奈良県観光客動態調査報告書」
，
http://www.pref.nara.jp/10071.htm 2016.4
3) Twitter ，「 Twitter Developers 」， https://dev.twitter.com/
2016.4
4) Flickr，
「Flickr API」
，
https://www.flickr.com/services/api/, 2017.2
5) Microsoft Azure，
「Computer Vison API」
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/cognitiveservices/computer-vision/home#a-nametaggingtaggingimagesa 2017.4

大阪市内陸部における工業集積地区の工場の立地変容と地区環境の印象に関する研究
大阪工業大学大学院
奥村組土木興業㈱
㈱昭建
大阪工業大学工学部
1. 研究の背景・目的
大阪市内陸部の工業系用地の土地利用変化は、住宅系や
商業・業務施設への変化が大きく、特に工業集積の高い上
位の生野区、東成区、平野区の 3 区(以下 3 区と呼ぶ)では
その傾向が強く見られた。１）
こうした変化は、地域に残り操業を続けようとする事業
所のほか、移転廃業に伴う跡地に工場としての再利用が見
られるものの、
住宅系の利用が著しかった。
このことより、
土地利用変化の混在が進展し、整序ある土地利用が都市計
画上の課題となっている。
本研究では 3 区を対象とし、操業を続けている工場や工
場跡地の利用が、用途地域や区画整理事業実施の有無、河
川や道路のインフラ整備とどのような関係にあるのかにつ
いて分析した。
研究方法として、先ず 1982 年版工場通覧 2）を用いて 35
年前の従業員規模 10 人以上の製造業事業所
（以下工場と呼
ぶ）を把握する。この工場のデータをもとに、2015 年版ゼ
ンリン住宅地図 3）を用いて 35 年前の工場の土地が現在ど
のような土地利用がなされているかを見る。また残存する
工場及び工場として再利用された地点が集積している地区
の周辺環境の画像をもとに SD 法を用いてイメージ調査を
行った。

1982年（件）

2014年（件）

減少数（件）

減少率（％）

東成区

1,422

388

1,034

72.7

生野区

2,509

646

1,863

74.3

平野区

1,562

748

814

52.1

３区

5,493

1,782

3,711

67.6

大阪市３区以外

13,715

3,945

9,770

71.2

大阪市全体

19,208

5,727

13,481

70.2

佳樹
雅之
浩平
義一

大阪市全体よりも減少率が大きい区があり、大阪市の土地
利用変化が激変したことが想像できる。
（表-1）
次に、35 年前工場の 4 業種別(2)構成の経年変化（図-1）
を見ると、雑貨型の割合は大きく下がっている。その原因
として、かつて数多く存在していた雑貨型業種の中小工場
のほとんどが日用消費財を生産していたが、国内でのオイ
ルショック以降、高度成長期のように量的拡大が期待でき
なくなったことや、労働賃金の安い東アジア・東南アジア
の発展途上国に、生産コスト面で太刀打ちすることが難し
くなってきたことが転廃業等による減少の主な原因と言わ
れている。また雑貨型の割合の減少が影響して他の 3 業種
の割合の増加が見られるものの、
実件数としては 35 年の間
で大きく減少している。
図-1 35 年前工場の 4 業種別構成の経年変化

2. 工業集積地域の数的実態
工業統計(1)に基づく 3 区の製造業事業所数（従業者 4 人
以上の事業所）は、1982 年は大阪市全体で 19208 件、生野
区 2509 件(大阪市全体に対する構成比 13.1％)、
平野区 1562
件(同 8.1％)、東成区 1422 件(同 7.4％)となっており、3 区
は大阪市全体の約 3 割を占めており、製造業事業所が多く
集積している地域ということが分かる。
表-1 大阪市製造業事業所数の推移表
事業所数

寺田
青戸
梅村
岩崎

また、
2014 年の製造業事業所数は大阪市全体で5727 件、
生野区 646 件（同 11.3％）
、平野区 748 件(同 13.1％)、東成
区 388 件（同 6.8％）
、となっている。減少率は大阪市全体
で 70％、生野区 74％、平野区 52％、東成区 72％、3 区平
均で 67％の減少率である。かつて高集積の地区であったが、
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次に、35 年前工場の現在における土地利用変化一覧を表
-2 に整理した。特徴がみられたのは雑貨型と基礎素材型で、
雑貨型の区画整理未実施地区（以下区画整理外と呼ぶ）の
工場は約 45％が住宅系へ変化していることがわかる。基礎
素材型の工場は区画整理実施地区
（以下区画整理内と呼ぶ）
の残存工場及び他の工場への変化（以下工業系と呼ぶ）が
多いが、区画整理外は約半数が住宅系に変化している。加
工組立型、地方資源型は区画整理内で約半数が工業系であ
り、区画整理外では約 4 割が工業系である。
35 年前工場の区画整理内外別土地利用変化の推移（図-2）
を見ると、区画整理内の工場は工業系の割合が約 5 割で、
それ以外の住宅系や、業務・その他系の割合が約 5 割でほ
ぼ同数であるのに対し、区画整理外の工業系の割合は 4 割
以下で、住宅系と業務・その他系で約 6 割ある。また 35
年前の工場の分布密度も区画整理内と比べ半分以下の数
値となっている。区画整理内に比べて区画整理外は、工場

系の割合と 35 年前工場の分布密度が低い傾向にある。同
様に区画整理内の方が、他の工場への変化の割合も高いこ
とがわかる。区画整理外では、住宅への用途変化の割合が
高い。
35 年前の工場をプロットし、また区画整理の内外を地図
上に記載した。区画整理内は区画整理外と比較し、多く集
積していることが見て取れる。
以上より、工場の存続は区画整理に影響を受けているこ
とがわかる。影響を与えた区画整理（都市機能の高度化）
が、生産機能の存続を下支えする役割を担っていること、
他用途変化にあっても整序ある土地利用に寄与してきたこ
となどが考えられる。

表-2 35 年前工場の現在における土地利用変化一覧表
東成区
内

区画整理事業実施地区
残存工場

60

他の工場
工業系
加工組立型 住宅系
業務・その他系
小計

8

5.5

96

平野区
外

内

10

5.2

24

7.8

1

0.7

38

84

13.0

9

4.7

134

5.9

0

0.0

53

43.4

10

6.8

124

39

12.6

11

7.5

69

10.7

13

6.8

51

39

12.6

6

4.1

33

5.2

4

2.1

162

52.4

26

17.8

236

36.6

27

14.1

188

残存工場

３区
外

内

17

5.5

14.9

71

14

1.8

227

6.9

6

0.8

115

16.1

20

2.6

342

6.6

12

1.6

159

37

4.8

10

1.3

212

27.5

42

5.5

263
8

5.5

54

8.4

9.2

外
13.2

32

2.9

6.7

7

0.6

19.8

39

3.6

9.2

36

3.3

109

6.3

20

1.8

610

35.4

95

8.7

27

2.5

254
11

5.7

31

4.0

705
8

1.1

102

5.9

4

1.3

2

1.4

19

2.9

2

1.0

33

4.3

2

0.3

56

3.2

6

0.5

工業系

21

3.3

10

5.2

73

23.6

13

8.9

64

8.3

10

1.3

158

9.2

33

3.0

住宅系

30

9.7

18

12.3

58

9.0

15

7.8

29

3.8

13

1.7

117

6.8

46

4.2

業務・その他系

27

8.7

9

6.2

33

5.1

3

1.5

25

3.2

8

1.1

85

4.9

20

1.8

小計

78

25.2

37

25.3

164

25.4

31

16.1

118

15.3

31

4.1

360

20.9

99

9.0

他の工場

115

合計
残存工場

195

15

4.9

1

0.7

149

10

1.6

2

1.0

459

14

1.8

1

0.1

39

2.3

4

0.4

3

1.0

1

0.7

2

0.3

0

0.0

9

1.2

1

0.1

14

0.8

2

0.2

工業系

18

2.8

2

1.0

12

3.9

2

1.4

23

3.0

2

0.3

53

3.1

6

0.5

基礎素材 住宅系

4

1.3

0

0.0

4

0.6

4

2.1

5

0.6

4

0.5

13

0.8

8

0.7

8

2.6

1

0.7

3

0.5

0

0.0

6

0.8

0

0.0

17

1.0

1

0.1

30

9.7

3

2.1

19

2.9

6

3.1

34

4.4

6

0.8

83

4.8

15

1.4

10

0.9

他の工場

業務・その他系
小計

33

合計

25

残存工場

6

1.9

2

1.4

他の工場

1

0.3

1

工業系

7

1.1

3

地方資源型 住宅系

6

1.9

2
15

業務・その他系

3. 工業集積地域の空間的実態
工場の集積特性を把握するために、GIS を用いて工場の
分布マップを作成した。工場集積を様々な観点から把握す
るため、工場の土地利用変化、用途地域、河川や広幅員道
路（３）を、従業員規模、工場の 4 業種別の観点から把握し
た。結果として従業員規模の大きい工場、小さい工場、加
工組立型、雑貨型の 4 つの観点で、工場の集積特性が見ら
れた。
大従業員規模工場の分布図（従業員規模 50 人以上）を
見ると、広幅員道路周辺（図-4 A 地点）で、住宅系や、
業務・その他系への変化が多く見られ、また河川周辺（図
-4 B 地点）では工業系の分布集中が見られる。なお大規
模工場から住宅系や、業務・その他系へ変化した地点が集
中していた旧工業専用地域（図-4 C 地点）は、住居地域
に指定変更されており、先の傾向を表す地区の一部を担っ
ている。
小従業員規模工場の分布図（従業員規模 30 人以下）を見
ると、準工業地域（図-5 A 地点）で工業系が多い。なお
準工業地域の広幅員道路周辺では住宅系への変化も比較的
多く見られる。住居地域（第 1 種中高層住居地域、第 2 種
中高層住居専用地域）
（図-5 B 地点）で、住宅系への変化
が多く見られる。
加工組立型工場の分布図を見ると、広域に散在立地して
いたなかで、準工業地域（図-6 A 地点）では工業系に、
住居地域（図-6 B 地点）では、住宅系など他用途へ変化
し、クラスター状に集中的に分布している。
雑貨型工場の分布図を見ると、広域に立地分布しつつも
特定の地域で集塊していた分布で、準工業地域（図-7 A、
B 地点）で工業系と他用途利用が同程度であり、住居地域
（図-7 C 地点）ではほとんどが住宅系に変化されている。
大規模工場の住宅系や、業務・その他系への変化と平行し
て、工業専用地域（図-7 D 地点）から住居地域に変更さ
れた地区では現在もなお集中して残存している。また集中
残存の傾向をもつ地区は準工業地域に限られる。

内

19.4

合計

雑貨型

生野区
外

件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢ 件数 件/㎢

小計
合計
合計

40

15

2.3

5

2.6

0.7

1

0.2

0

1.6

16

5.2

5

1

0.7

6

0.9

0.6

2

1.4

6

4.9

6

4.1

28

98

8

1.0

3

0.4

29

1.7

0.0

4

0.5

0

3.4

12

1.6

3

0.0

6

0.3

1

0.1

0.4

35

2.0

11

1

0.5

10

1.3

1.0

5

0.7

22

1.3

7

1.0

2

1.0

4

0.6

1

0.1

12

0.7

5

4.3

8

4.2

26

0.5

3.4

9

1.2

69

4.0

23

2.1

21

36

35

92

358

519

478

1355

図-2 35 年前工場の区画整理事業実施地区内外別
土地利用変化の推移

図-3 35 年前工場の立地分布図
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図-4 大従業員規模工場の用途別
変化先の分布図

図-5 小従業員規模工場の用途 図-6 加工組立型工場の用途 図-7 雑貨型工場の用途別変化
別変化先の分布図

先の分布図

別変化先の分布図

4. 既存工業用地周辺の SD 法によるイメージ調査
SD 法を用いた工場周辺環境のイメージ調査を行った。
調査地域は工場の集積特性が見られた区画整理内の残存工
場及び新たな工場、区画整理外の工場の 3 種類を、3 区に
ついて計 9 枚の画像（図-8）を用いた。(3)
質問項目は、5 段階評価で、26 の形容詞対を用いたが形
容詞対が多く分析結果が読み取りにくかったため、クラス
ター分析にて類似の形容詞対を集約し、10 の形容詞対で分
析を行った。
10 の形容詞対で主成分分析を行った結果、因子負荷量の
解釈により第一主成分が「都市の活力感」第二主成分が「生
活感」と解され、この 2 因子（累積寄与率 35％）でサンプ
ルスコアを付与したのが図-9 である。
主成分分析による結果を見ると、区画整理内は都市の活
力感が区画整理外よりも高い。区画整理外は生活感が区画
整理内よりも高い。また他の工場へと変化した工場の特徴
としては見られなかったものの、区画整理内の工業系とし
ては特徴が見られた。
区画整理内（写真 7、8 を除く）は工場が多く集積してい
る地域で都市の活力感が大きいものの、住居が少ないため
生活感は区画整理外と比較するとあまりない地域である。
反対に区画整理外は住居が多い地域で、都市の活力感は区
画整理内と比較するとないが、生活感のある地域である。
イメージ調査により得られたサンプルスコアを、写真 7、
8 を除いた 7 工場で、区画整理内、区画整理外でそれぞれ
平均値化しグラフとした。
（図-10）
第一主成分の都市の活力感で主成分負荷量の大きかった
形容詞対は、
「暗い感じ－明るい感じ」
（内 3.58 外 2.37）
、
「閉
鎖的な感じ－開放的な感じ」
（内 3.53 外 1.93）となってお
り、区画整理内は明るく開放的との印象があり、区画整理
外は暗く閉鎖的であるとの印象があることがわかる。

１ 東成区残存工場
４ 東成区残存工場
７ 東成区残存工場

２ 東成区他の工場へ ３ 東成区区画整理外
５ 東成区他の工場へ ６ 東成区区画整理外
８ 東成区他の工場へ ９ 東成区区画整理外

図-8 イメージ調査で用いた工場周辺の画像
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□区画整理内残存工場 〇区画整理内他工場 △区画整理外残存工場

図-9 主成分分析による結果
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第二主成分の生活感で主成分負荷量の大きかった形容詞
対は、
「地味な感じ－派手な感じ」
（内 2.75 外 1.81）
、
「平凡
－印象的」
（内 2.03 外 1.74）となっており、区画整理内は
比較的派手かつ、印象的との印象があり、区画整理外は地
味かつ、平凡であるとの印象があることがわかる。
上記より、主成分分析による結果と似通った傾向となっ
た。
写真 7、
8 に関しては写真の天候の違いのために印象が他
のものとは異なったと見られる。
5. まとめ
2 章では製造事業所の大きな減少が大阪市、
3 区共にみら
れることを明らかにした。
また工場の存続は区画整理に影響を受けていることがわ
かる。影響を与えた区画整理（都市機能の高度化）が、生
産機能の存続を下支えする役割を担っていること、他用途
変化にあっても整序ある土地利用に寄与してきたことなど
が考えられることがわかった。
3 章では大従業員規模工場は、広幅員道路周辺で、住宅
系、業務・その他系の変化が多く、河川周辺では工業系が
多く集中していること、また小従業員規模工場は、準工業
地域で工業系が多いものの、広幅員道路周辺では住宅系へ
の変化も比較的多く見られること。住居地域では住宅系へ
の変化が多いこと、また業種別では、加工組立型は広域に
散在立地している中で、
準工業地域で工業系が多く残存し、
住居地域では住宅系に変化して、かつこれらはクラスター
状に集中分布していること、雑貨型は広域に立地分布しつ
つも特定の地域で集塊しており、準工業地域では工業系と
住宅系、業務・その他系が同程度であり、住居地域ではほ
とんどが住宅系に変化していることを明らかにした。
4 章では工場集積地区の印象は区画整理内では、都市の
活力感があるが生活感は無く、また明るく開放的で、比較
的派手かつ印象的であるという結果が出た。区画整理外で
は生活感が区画整理内よりもあるものの、都市の活力感は
区画整理内と比較するとなく、また暗く閉鎖的で地味かつ
平凡という結果がでた。
以上の結果を受け、工業集積と河川の関係性の有無が今
後の研究課題としてある。関係性の有無を把握するために
は 3 区を通過する平野川の上流部にあたる寝屋川本川の工
業集積について調査する必要があり、大阪市の工業集積に
ついて研究するうえで重要な要素であると考える。

図-10 イメージ調査によるサンプルスコアの平均値
（左図：実施地区、右図：未実施地区）
参考文献
1）寺田佳樹、松尾和哉:大阪市内陸部における土地利用変
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画学会関西支部
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ウォーターフロント開発による地区の変遷
～神戸ハーバーランド地区を対象として～
神戸市立工業高等専門学校都市工学専攻 神吉 晃大
神戸市立工業高等専門学校都市工学科
小塚 みすず
1．はじめに
1-1．研究の背景および目的
我が国は島国ということもあり，昔から我々の生活と海
は密接な関係にあった．ウォーターフロント地区は第二次
産業の発展により物流体系の構築をメインとした港湾機能
に特化していたが，1981 年の「ポートアイランド」を皮切
りに「神戸ハーバーランド」
，
「みなとみらい 21」
，現在も
プロジェクトが進行中である「東京臨海副都心」など数々
のウォーターフロント開発が行われている．現在のウォー
ターフロント地区は，
災害や国土の保全などの国民の安全・
安心確保への貢献，自然環境に配慮した良好な港湾環境の
形成，商業や居住，レクリエーションなどの複合的都市機
能を有している．ウォーターフロント地区が持つ恵まれた
環境，独特の開発ポテンシャルを活かしたウォーターフロ
ント開発は将来にわたって都市計画の上でも非常に重要と
いえる．
本研究では，神戸ハーバーランド地区を対象に，地区の
開発から現在までの変化を明らかにする．そこで，まず，
調査対象地区の形成過程を施設の開店・撤退の状況や神戸
市の基本計画等を整理する．次に，地区の形成に寄与する
指標を用いて，神戸ハーバーランドの開発が始まった時期
からこれまでの統計データを整理することにより，ウォー
ターフロント地区の集積性の変化についてまとめ，今後の
ウォーターフロント地区について考察する．
1-2．日本のウォーターフロント開発の動向
ウォーターフロントとは，広義には「海，川，湖沼など
に面した水辺空間」を意味する．苦瀬ら 1)は自然的な特性
だけではなく，そこにある歴史や文化や居住する人々の活
動も重要であると考え，
『ウォーターフロントとは，人々が
活動を行うときに利用できる水際線近傍の陸域と水域を合
わせた空間』と定義している．
かつて我が国のウォーターフロント地区は石油化学，製
鉄などの製造業や輸出入の物流拠点など工業地帯として限
られた用途でのみ使われてきた．しかし，1970 年代頃から
ウォーターフロント地区は過密化していた都市の新たな開
発地区として注目され始め，日本各地で開発により複合的
な用途で利用される地区に変化していった．とりわけ，神
戸港は我が国のウォーターフロント開発の先駆けと言われ，
1960 年代からポートアイランド，六甲アイランドやメリケ
ンパークなどの開発が行われ，その後も神戸ハーバーラン
ド，HAT 神戸などの複合機能を導入したウォーターフロン
ト開発が積極的に行われて，近年でも整備が続いている．
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2．研究対象地区の概要
本研究では，神戸港のハーバーランド地区（以下，神戸
ハーバーランド地区）を対象とし，2013 年に開店した大型
商業施設「神戸ハーバーランド umie」を中心に 400m 圏内
域で，範囲の形状が円形に近い形になるような範囲の町丁
目注1）を調査対象地区に設定する．
図－1 は 1868 年（明治元年）以降の神戸港の埋立による
発展過程である．神戸港は 1868 年（慶応 3 年）の開港以
来，我が国を代表とする国際貿易港として拡大・発展する
とともに，市民の生活基盤としても重要な役割を担ってき
た．神戸ハーバーランド地区は，1992 年にウォーターフロ
ント開発により街開きされた地区であり，メリケンパーク
や HAT 神戸など海岸の一部の港湾地区とともに，
親水機能，
商業機能，
居住機能等を導入した再整備が進められてきた．
これらの地区はいずれも神戸の「みなとまち」というイメ
ージに大きく関わっている．また，ウォーターフロントと
都心が隣接しており，他地域にはない都市計画上恵まれた
環境を有している（図－2）
．

図－1 神戸港の発展過程注2）

図－2 研究対象地域 2)

3． 神戸ハーバーランド地区の形成過程
3-1．対象地区の歴史的変遷
研究対象地区の歴史的変遷を整理するにあたり，調査期
間は統計資料の調査年の関係等も踏まえ，神戸ハーバーラ
ンド地区の再開発事業が着手された 1985 年から 2015 年ま
でとする．
まず，調査期間において，神戸市の総合基本計画や主要
施設の開店・撤退の変遷をまとめ，表－1 に整理した．次
に，整理した内容から，1985 年から 2015 年までの期間を，
神戸ハーバーランド地区の開発・運営の側面から
「開発期」
，
「初期」
，
「低迷期」
，
「転換期」の 4 つに区分できる．以降
では，これら各期間について考察していく．
ⅰ）ハーバーランド開発期(～1992 年)
神戸臨港線旧国鉄の湊川貨物駅は，鉄道貨物輸送事業縮
小により 1982 年に貨物駅としての機能を停止した．その
後，1984 年に神戸市がその跡地とその周辺の土地を買収し，
再開発計画が始まった．その翌年から事業が始まり，8 年
という短い期間ながらも事業は成功し，
「神戸ハーバーラン
ド」という名称で街開きした．同時に，複数の商業施設が
開店し，大規模な商業地域として街開きした．また，街開
きに向け，集合住宅，小学校，公園などのさまざまな都市
機能も整備された．

以上より，ウォーターフロント開発地区整備が進められ
た 1992 年までは，
「開発期」と考えられる．
ⅱ）ハーバーランド初期(1993～2000 年)
街開き当初は，神戸の新しい観光スポットとして賑わい
を見せていた 3)．しかし，1990 年代はバブル経済後の不況
であったことから街の賑わいは続かず，街開きから 2 年後
の 1994 年に神戸西武百貨店が業績不振を理由に撤退した．
そして，1995 年の 1 月には阪神淡路大震災に被災した．し
かし，都心の三宮に比べ被害が少なかったため，他地域に
比べ早い復興を見せた．これが震災後の集客力を伸ばすこ
とに繋がった．しかし，元々都心であった三宮が震災から
復興していくに連れて集客力も低迷していった．
以上より，1993～2000 年は 1995 年に震災や世界の経済
情勢の変化があったものの，
「初期」と考えられる．
ⅲ）ハーバーランド低迷期（2001～2011 年）
徐々に賑わいが薄れていっていた中，2001 年に神戸市営
地下鉄海岸線ハーバーランド駅が開通した．しかし，対象
地区内の店舗の業績は低迷していき，この 10 年間で主要
施設のうち開店した施設が 8 施設，撤退した施設が 7 施設
と入れ替わりが激しくなった． 地区が衰退するなか，2005
年にハーバーランド地区を含む地域を「都心ウォーターフ
ロント」と定め，みなとの賑わいを生み出す空間とするた

表－1 対象地区の形成過程と計画の変遷
対象地域の主要施設の開店・撤退の変遷

年代 月

総合基本計画
基本構想

旧国鉄湊川貨物駅が機能停止
1982 11
旧国鉄湊川貨物駅跡地の愛称募集→「ハーバーランド」に決定 1984 10
再開発に着手 1985 10 人間都市神戸
1986
の基本構想
煉瓦倉庫レストラン開店 1990 9
神戸ハーバーランド街開き 1992 9 (1974～1993)
神戸西武百貨店，ダイエーハーバーランドシティ，
デュオ神戸，オーガスプラザ，阪急百貨店，モザイク開店
10
神戸クリスタルタワー竣工 1993 9
ハウジングデザインセンター(HDC)神戸開店 1994 7
神戸西武百貨店が業績不振により撤退
12
阪神・淡路大震災被災により各商業施設が一時営業休止 1995 1
10
モザイクガーデン開店
12
神戸ハーバーサーカス開店 1996 4
神戸新聞松方ホール，エコール・マリン開店
9
神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」開通 2001 7
テナントの相次ぐ流出により，神戸ハーバーランドサーカスが撤退 2004 3
プロメナ神戸開店
11
ビーズキス開店
12
2005 2
6
2006 2
Ha・Re開店 2007 3
8
ファミリオ(familio）開店 2008 4
ファミリオ事実上の閉鎖 2011 1
2

基本計画
人間都市神戸
の基本計画

期間

①
開
発
期

(1976年策定)

人間都市神戸
の基本計画
（改定）
（1986年策定)

②
初
期

第4次神戸市
基本計画
(1995年策定)
新・神戸市基
本構想
(1993～)

第5次神戸市
基本計画
(2011年策定)

3
3
4
8

「みなと神戸-いきいきプラン」策定
「神戸2010ビジョン」策定
「中央区・中期計画」策定
「神戸港港湾計画」策定
都市景観形成地域に指定

3
神戸阪急撤退 2012
2013
神戸ハーバーランドumie開店
神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール開店
2014

関連計画

「神戸2015ビジョン」策定
「神戸づくりの指針」策定
「中央区計画（2011-2015）」策定
「『港都 神戸』グランドデザイン
～都心・ウォーターフロントの将来構想～」策定
「神戸都心西部地区都市再生整備計画」策定
「神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画」策定

「神戸都心・
ウォーターフロント地区都市再生整備計画」策定
「神戸の都心の未来の姿 [将来ビジョン]」策定

2015 9
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③
低
迷
期

④

転
換
期

めの指針として策定された
「みなと神戸―いきいきプラン」
や2011 年に都心ウォーターフロントの概ね 20～30 年後の
将来構想を描いたものである「
『港都 神戸』グランドデザ
2)
イン」 が策定されるなど，都市計画の上では重要なエリア
として位置づけられていた．
以上より，多くの店舗の撤退が相次ぎ，将来構想計画が
進められた 2001～2011 年は「低迷期」と考えられる．
ⅳ）ハーバーランド転換期（2012 年～2015 年）
ハーバーランドの街開きした 1992 年から 20 年間業績が
振るわないにも関わらず営業を続けていた神戸阪急が賃貸
借契約の切れる 2012 年に撤退した．そして，翌年の 2013
年 4 月に元神戸阪急，Ha・Re，モザイクの 3 つの商業施設
の名称を統合し，一部店舗を入れ替え，神戸ハーバーラン
ド umie（以下，umie）がリニューアルオープンした．その
翌年の 2014 年 4 月までの年間来場者数は予想の 1.2 倍に
達した 4)．さらに，2015 年にハーバーランド周辺に相次い
でタワーマンションが竣工され，住居機能も向上した．

2012 年には「神戸都心西部地区都市再生整備計画」
，2013
年に「神戸ハーバーランド地区都市再生整備計画」
，2014 年
に
「神戸都心・ウォーターフロント地区都市再生整備計画」
が策定され，ハーバーランド地区を含む区域の今後の整備
方針が設定された．
以上より，2012～2015 年は「転換期」と考えられる．
3-2．対象地区の主要施設の入れ替わり
上述した各期間の主要施設の入れ替わりを図－3 に整理
する．図から，ⅰ）開発期は地区全体に開店，ⅱ）初期は
撤退した施設も見られるものの開発期と同様，地区全体に
開店している．ⅲ）低迷期になると，撤退する施設が目立
ち，特に現在ハーバーセンターとなっているビルは開店と
撤退の入れ替わりが頻繁に繰り返された．そして，ⅳ）転
換期以降は，umie の開店に伴う撤退は見られるものの，そ
の他の施設はまだ撤退していない状況にある．

ⅰ）開発期：～1992 年

ⅱ）初期：1993～2000 年

ⅲ）低迷期：2001～2011 年

ⅳ）転換期：2012～2015 年

図－3 ハーバーランドの主要施設の入れ替わり
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4．人口・産業・交通の変化
対象地区に寄与する影響要因として，人口， 産業，交通
に関わる指標を抽出し，対象期間である 30 年間のデータ
を整理する注3）．なお，データの制約上，まずは町丁目で収
集可能なデータを整理することとしている．
ⅰ）人口
図－4 より，1985 年から 1990 年に人口が急激に増加し，
その後はやや減少傾向であったが 2010 年から 2015 年にか
けて再び人口が急激に増加している．前章で述べたが，こ
れは再開発やマンション建設による人口増加と推察できる．
ⅱ）産業
全産業の事業所数を産業のデータとし，
収集・整理した．
図－5 より，
神戸市の事業所数の推移は，
1986 年当時は2014
年比の 1.6 倍であり，2009 年以降に急激に減少した．これ
に対し，
対象地区では1991年から1996年に急増しており，
それ以降は増減を繰り返し，
2014年には開発当初に比べ2.6
倍となっている．
ⅲ）交通
交通のデータは，対象地区内の JR 西日本神戸駅，神戸市
営地下鉄海岸線ハーバーランド駅の乗降客数を調査した．
図－6 より，神戸駅は，1987 年以降 1995 年まで減少するこ
となく増加してきた．その後は，微増減を繰り返し，近年
の乗降客数は安定している．ハーバーランド駅は，開通以
降は 2015 年まで目立った減少はなく，増加傾向にある．
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図－5 産業
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神戸市営
地下鉄海岸線
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図－4 人口
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6．まとめ
本研究は，神戸ハーバーランド地区を対象に，地区の開
発から現在までの施設の開店・撤退の変遷と人口， 産業，
交通の変化を明らかにし，地区集積性の変化のイメージを
描くことができた．今後，ハーバーランド地区をはじめ，
ウォーターフロントの整備や活用については，新たな変化
を繰り返しながら持続させることが必要であり，他の地区
事例も踏まえて整理する必要がある．
また，本研究においては，長期間一定の水準で，かつ，
町丁目で収集できる情報を得ることに限界があり，今後の
研究において情報収集の課題が残された．
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図－7 地区集積性の変化のイメージ図
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注1） 研究対象地区は神戸市中央区の相生町1 丁目・2 丁目・3 丁目，海岸
通 6 丁目，栄町 6 丁目，東川崎町1 丁目，弁天町である．
注2） 都心・ウォーターフロント研究会(2009)「
『港都 神戸』の誕生 都心・
ウォーターフロントのグランドデザインに向けて」
，p.3 の図を参照
に作成．
注3） 図－4 は基準年を 2015 年，図－5 は基準年を 2014 年としたときの変
化率の推移である．なお，基準年の数値は 100（％）としている．

5．地区の集積性の変遷
前章までの結果から，対象地区の地区集積性について考
察する．図－7 より，対象地区は，開発以前は人口も事業
所数も少なかったが，開発に伴い都市機能の整備が進み，
地区全体が活性化していった．開発直後は，阪神淡路大震
災に被災したが，その影響がほとんど見られないほど，開
発の影響を受けていた．その後は，主要施設の入れ替わり
も激しくなり低迷していることが推察できる．対象地区は
開発から現在まで紆余曲折を繰り返し，変化してきた．
近年は，umie のオープンやタワーマンション建設などを
契機に，人口や事業所数も増加しており，地区内の人や施
設などの集積が見られるほか，隣接のメリケンパークの整
備が進むなど，神戸港全体で地域を活性化させるための取
り組みが実施されている．
対象地区人口
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図－6 交通

災害後の居住地選択に影響を与える要因に関する考察
－ 仙台市のみなし仮設住宅居住者を対象とした調査結果より －
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科
横浜市立大学国際総合科学部

馬場 美智子
石川 永子

2.3 居住地の安全性
居住地が災害に対して防波堤や防潮堤などが整備される
とともに、安全を確保するような対策がとられることで災
害に対する安全性が確保される。しかしながら、ハード整
備により安全性が高められたという事だけでは、住民にと
って安心とはならない。津波による被災経験がもたらす不
安感は、その場を離れることでした拭えない事も多く、居
住地を決める際の安全の問題は安心の問題でもある。
2.4 震災前の近隣住民
被災前の地域コミュニティにおける人と人のつながりは、
暮らし続ける上で重要であると考えられる。
特に高齢者にとっては、顔見知りが多いコミュニティでの
ご近所づきあいや地域での助け合いは必要であると同時に、
地域文化の継承の点でも、これまでの地域のつながりは大
きな役割を果たすものと考えられる。
2.5 手続きや支援制度に関する相談窓口
住宅再建支援制度を理解するのが困難な被災者を個人的
にサポートしたり、丁寧な説明を行ったりする窓口が気軽
に利用できることも重要である。
2.6 手続きの容易さ
住宅再建に関わる支援金や補助金を受け取るための手続
きは複雑であったり、面倒であったりするため、手続きを
簡易にすることも支援の一つと考えられる。
2.7 居住地の生活利便性
居住地を決める上で、通勤、通学、買い物等の生活利便
性は大きな要素となると考えられる。高台移転などにより
交通が不便になったり、高齢者では通院により時間がかか
ったりするような場所は、居住地としての魅力が低くなる
ものと考えられる。

１．はじめに
被災者が住宅再建において、何処に、どのような住居形
態で住まうのか、を決定する事は大きな決断を伴う。その
ような意思決定を行う過程で、居住環境や資金、支援策な
ど様々な要因が関わってくる。被災者の住宅再建を支援す
る上で、被災者が何を重要視して住宅再建における判断を
下すのかを理解することが、より効果的な住宅再建計画や
支援策が策定につながる。
本研究では、東日本大震災後の住宅再建における意向と
要因分析を行い、自力再建か、公営住宅かの選択に影響が
あると考えらえる要因を明らかにすることとした。また、
被災者の属性によって要因に対する重要度がどのように異
なるかを分析し、被災者によって求められる要因を把握す
ることとした。
東日本大震災から約 3 年経過し、住宅再建の方針を決定
する時期に実施した調査結果から分析を行った。調査対象
としたのは、対象者へのアクセスが可能であった仙台市の
みなし仮設住宅居住者である。
２．住宅再建の要因
質問紙調査の実施に先立って仮設住宅の住民へのヒアリ
ング調査を行い、住宅再建において重要視されている要因
を抽出した。次に質問紙調査において、以下の要因につい
て重要度を評価に関する質問を設けて調査を実施すること
とした。以下に、7 つの要因について説明を加える。
①金銭的な支援の手厚さ
②入居までにかかる時間
③居住地の安全性
④震災前の近隣住民
⑤手続きや支援制度に関する相談窓口
⑥手続きの容易さ
⑦居住地の利便性
2.1 金銭的な支援の手厚さ
被災者生活再建支援金に加え、自治体ごとに提供される
様々な住宅再建のための支援金や補助金は、被災者にとっ
て非常に重要であると考えられる。
2.2 入居までにかかる時間
復興が長引くと、避難先での職場や学校に慣れてしまう
ことで、そこで生活が再建され、元の居住地に戻らないと
いったケースが多く聞かれる。漁業や農業といった地域に
根付いた生業ではなく、会社員などではその傾向が高くな
ることから、復興にかかる時間、すなわちスピードは居住
場所に大きく影響するものと考えられる。

３．調査概要
3.1 調査概要
住宅再建に関する住民意識調査を、東日本大震災から 3
年経過した 2014 年 3 月に実施した。対象は、仙台市内のみ
なし仮設住宅入居者で、プレハブ型の仮設住宅の入居者は
含まれていない。
○調査対象：仙台市内のみなし仮設住宅に居住する 2,658
世帯（2014 年 3 月 1 日現在）
○調査期間：2014 年 3 月 14 日～4 月 10 日
○回収率
・転居済件数：494 件
・配布・回収方法：郵送
・回収率：37.0％（802／2167）
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・有効回答数：689 件
調査票は、仙台市内のみなし仮設住宅に居住する 2,658
世帯に配布した。この内、494 件は既に転居済みとして、
調査票は返送された。回答を得られた 802 件の内、回答の
多くが不明なものを取り除いた 740 件中、従前の居住地が
福島県と回答したサンプル 49 件、岩手県 2 件を取り除き、
従前の居住地が宮城県のサンプル 689 件を対象とした。す
なわち、仙台市内のみなし仮設住宅に居住する従前居住地
が宮城県内の被災者を対象として分析した。
3.2 調査対象者の属性
回答者の属性は、男女比では女性約 33%、男性約 66%。
年齢別では、
最も多かったのが 60 歳代で、
次いで 50 歳代、
40 歳代の順である。65%が職を持ち、無職の回答者の約 9
割が年金受給者である。
従前の居住形態は
（表-1）
、
民間賃貸住宅が最も多く 46%、
次いで持家（1 戸建て）が 41%、持家（集合住宅）が約 4%、
公営住宅が 2%で、持家と借家がほぼ半々であった。

調査時点での恒久住宅への転居予定の有無については、
約 20%が「すでに予定がある」
、約 30%が「明確な予定は
ないが、移転する見通しはある」
、約 20%が「現在居住して
いる民間賃貸住宅かその周辺の民間賃貸住宅に住む予定」
と回答し、約 65％が何らかの展望を持っている。3 割弱が
予定も見通しもないと回答した。みなし仮設住宅である民
間賃貸住宅（または周辺の民間賃貸住宅）での居住継続を
予定した世帯の理由として最も多かったのは（図-3）
、
「仕
事をするうえで便利だから」で、次いで「周辺環境が良か
ったから」が多かった。また、
「住んでいた場所に愛着が出
てきた」や現在の「近隣住民とともに暮らしたい」という
意見もあり、現在のコミュニティへの愛着も見られる。

表-1 従前の居住形態

図-3 元の居住地に戻りたい理由（複数回答）

４．住宅再建に関わる意向
4.1 住宅再建の予定と居住地に関する意向
被災当時住んでいた場所に戻って住宅再建を希望するか
の質問については（図-2）
、約 43%が「戻りたくない」と回
答した。
「戻りたい」と回答したのは 21%で、約 3 割がまだ
心を決めかねている状況である。元の居住地に戻りたい理
由としては（図‐2）
、
「住んでいた場所に愛着があるから」
が最も多く、次いで「周辺環境がよかったから」
、
「仕事を
するうえで便利だから」
、
「近隣住民とともに暮らしたいか
ら」という意見が多かった。

4.2 居住形態に関する意向
住宅を再建するにあたり、予定・想定している所有形態
については、62%が借家、23%が持家と回答した。元の所有
形態とクロス集計した結果を見ると(表-2)、
持家
（一戸建て）
所有者の約半数、集合住宅では約 8 割が借家を予定してい
る。民間賃貸住宅賃貸では約 1 割が持家購入を予定してい
る。
表-2 元の住宅所有形態と予定の住宅形態
予定の
所有住宅
形態
民間賃貸住宅
持家（一戸建て）
持家（集合住宅）
公営住宅
その他
合計

借家
238
124
20
14
14
410

持家
22
129
6
0
2
159

計
260
253
26
14
16
569

借家と回答した世帯の内、9 割以上が復興公営住宅への
入居を希望している。持家の住宅再建方法については、
「防
災集団移転促進事業に参加しての再建」が最も多く、次い
で「被災当時住んでいた土地に再建」
、
「個人で土地を見つ
けて移転（建設）
」が多かった（図-4）
。
図-1 被災当時に住んでいた場所に戻りたいかどうか

図-2 元の居住地に戻りたい理由（複数回答）

図-4 予定・想定している住宅再建方法（持家）
（複数回答）
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５．住宅再建に関わる要因に関する分析
住宅再建において判断を左右すると考えられる要因の重
要度について、２章で示した７つの項目について以下のよ
うな質問項目を設定した。
①金銭的な支援の手厚さ：支援金が多くもらえる
②入居までにかかる時間：早く住まいに入居できる
③居住地の安全性：安全性が確認できる
④震災前の隣近所：震災前の隣近所の人と引き続き暮らせ
る
⑤手続きや支援制度に関する相談窓口：住宅に関する相談
窓口が気軽に利用できる
⑥手続きの容易さ：住宅取得や入居の手続きが容易である
⑦居住地の利便性：通勤・通学・通院・買い物などが便利
な場所に住める
重要度の各項目の平均を比較すると（表-4）
、最も高かっ
たのは「居住地の利便性(以下、利便性)」で、
「居住地の安
全性（以下、安全性）
」
、
「金銭的な支援の手厚さ（以下、金
銭的支援）
」
、
「入居までにかかる時間（以下、時間）
」
「手続
きの容易さ」が続いた。重要度が低い項目は、
「手続きや支
援制度に関する相談窓口（以下、相談窓口）
」や「震災前の
隣近所（以下、隣近所）
」で、最も低い重要性となった隣近
所の項目は特重要度が低くなった。
「利便性」
、
「安全性」
、
「金銭的支援」
、
「時間」
、
「相談窓
口」
は、
全体的に重要度が高い傾向を示す一方で、
「隣近所」
は全体的に重要度が低い傾向を示した。
「相談窓口」につい
ては、重要度に対する評価が二分する結果となっている。
次に、要因の重要度について、年齢や収入、住宅再建予
定の違いによって差があるかを分析した。年齢では差が見
られる要因はなかった。現在の世帯収入では、
「住宅に関す
る相談窓口が気軽に利用できる」で、収入が低いほど、重
要度が高い傾向が見られた（表-5）
。
今後の住宅再建予定の有無や見通しと、要因の重要度の
関係を見ると（表-6、7）
、2 つの要因において有意な差が見
られた。
「時間」
、
「隣近所」について、既に予定があるか、
再建の見通しがある回答者は重要度が高いと評価する傾向
が見られた。他方、見通しがないとした回答者はこれらの
要因の重要度が低いと回答する傾向が見られた。また、今
後の住宅再建予定の有無は世帯収入と関係があることがわ
かった（表-8）
。収入 300 万円以上の回答者で、住宅再建の
予定が既にあるか、見通しはあるという回答が多くなる傾
向があるのに対して、300 万円以下の所得層では住宅再建
の予定も見通しもないという回答が多くなる傾向が見られ
た。
住宅再建の形態と要因との関係について見ると（表9,10）
、
「隣近所」について、持家を予定している回答者が重
要度を高く評価する傾向があり、
「利便性」では、借家を予
定している回答者で重要度が高いと評価する傾向が見られ
た。
被災者の年齢では、要因の重要度に統計的に有意な差は
確認できなかった。
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表-4 住宅再建に関わる要因の重要度（N=689）

①金銭的な支援の手厚さ
②入居までにかかる時間
③居住地の安全性
④震災前の近隣住民
⑤手続きや支援制度に関
する相談窓口
⑥手続きの容易さ
⑦居住地の利便性

あまり重
要でない
(%)

やや重要
(%)

重要(%)

重要でな
い(%)

不明(%)

平均

42.1

14.9

7.3

6.8

28.9

3.2648

34.8

20.6

13.4

3.9

27.3

3.1532

47.6

20.5

3.9

1.7

26.3

3.5373

5.1

10.7

18.6

33.8

31.8

1.7981

10

24.7

22.8

11.3

31.2

2.4907

28.3

26.6

9

4.9

31.2

3.1187

58.3

16.8

4.1

2

18.7

3.6354

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）
表-5 「相談窓口」と世帯収入
あまり重
要でない
49
35

重要

やや重要

重要で
ない
20

合計

150万円未 度数
満
期待度数

19.5

46.2

44.2

22.1

132.0
25.4%

28

132

総和の %

5.4%

9.4%

6.7%

3.8%

150～300 度数
万円未満
期待度数

33

66

59

28

186

27.5

65.1

62.2

31.1

186.0
35.8%

総和の %

6.3%

12.7%

11.3%

5.4%

300～500 度数
万円未満
期待度数

12

46

47

32

137

20.3

48.0

45.8

22.9

137.0
26.3%

総和の %

2.3%

8.8%

9.0%

6.2%

500～800 度数
万円未満
期待度数

3

19

30

6

58

8.6

20.3

19.4

9.7

58.0
11.2%

総和の %

0.6%

3.7%

5.8%

1.2%

800万円以 度数
上
期待度数

1

2

3

1

7

1.0

2.5

2.3

1.2

7.0

総和の %

0.2%

0.4%

0.6%

0.2%

1.3%

77

182

174

87

520

期待度数

77.0

182.0

174.0

87.0

520.0

総和の %

14.8%

35.0%

33.5%

16.7%

100.0%

度数
合計

（カイ 2 乗検定で P＜0.05）
表∸6 「時間」と住宅再建予定・見通し
重要
すでに予定が
ある

度数

合計
3

103

46.8

30.6

18.5

7.2

103.0

総和の %

11.5%

4.2%

2.6%

.5%

18.9%

77

51

28

6

162

期待度数

73.6

48.1

29.1

11.3

162.0

総和の %

14.1%

9.3%

5.1%

1.1%

29.7%

68

51

36

16

171

期待度数

77.7

50.7

30.7

11.9

171.0

総和の %

12.5%

9.3%

6.6%

2.9%

31.3%

40

37

20

13

110

期待度数

50.0

32.6

19.7

7.7

110.0

総和の %

7.3%

6.8%

3.7%

2.4%

20.1%

248

162

98

38

546

期待度数

248.0

162.0

98.0

38.0

546.0

総和の %

45.4%

29.7%

17.9%

7.0%

100.0%

度数

予定も見通し
もない

度数

度数

度数
合計

63

重要で
ない

期待度数

明確な予定は
ないが、移転
する見通しは
ある

仮設住宅と住
んでいる民間
賃貸住宅に住
み続けたい

あまり重
要でない
23
14

やや重要

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）

表-7 「隣近所」と住宅再建予定・見通し
重要
すでに予定が
ある

度数

重要で
ない

合計

重要

20

34

34

98

期待度数

7.1

14.4

27.6

49.0

98.0

総和の %

2.0%

3.9%

6.6%

6.6%

19.1%

11

23

50

68

152

期待度数

11.0

22.3

42.8

76.0

152.0

総和の %

2.1%

4.5%

9.8%

13.3%

29.7%

9

16

36

101

162

期待度数

11.7

23.7

45.6

81.0

162.0

総和の %

1.8%

3.1%

7.0%

19.7%

31.6%

7

16

24

53

100

期待度数

7.2

14.6

28.1

50.0

100.0

総和の %

1.4%

3.1%

4.7%

10.4%

19.5%

37

75

144

256

512

度数

予定も見通し
もない

度数

度数

度数
合計

あまり重
要でない

10

明確な予定は
ないが、移転
する見通しは
ある

仮設住宅と住
んでいる民間
賃貸住宅に住
み続けたい

やや重要

表-10 「利便性」と居住形態

期待度数

37.0

75.0

144.0

256.0

512.0

総和の %

7.2%

14.6%

28.1%

50.0%

100.0%

借家

持家

29

48

72

56

205

58.2

61.7

45.8

205.0
28.8%

総和の %

4.1%

6.8%

10.1%

7.9%

150～300 度数
万円未満
期待度数

49

66

83

55

253

48.4

71.9

76.1

56.6

253.0
35.6%

総和の %

6.9%

9.3%

11.7%

7.7%

300～500 度数
万円未満
期待度数

32

58

42

40

172

32.9

48.9

51.8

38.5

172.0
24.2%

総和の %

4.5%

8.2%

5.9%

5.6%

500～800 度数
万円未満
期待度数

21

27

15

7

70

13.4

19.9

21.1

15.7

70.0

総和の %

3.0%

3.8%

2.1%

1.0%

9.8%

800万円以 度数
上
期待度数

5

3

2

1

11

2

3

3

2

11.0
1.5%

総和の %

0

0

0

0

136

202

214

159

711

期待度数

136.0

202.0

214.0

159.0

711.0

総和の %

19.1%

28.4%

30.1%

22.4%

100.0%

度数
合計

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）
表-9 「隣近所」と居住形態
重要
度数

借家

その他

合計
315

24.1

45.2

85.4

160.3

315.0

総和の %

4.1%

7.7%

14.5%

35.6%

61.9%

14

32

41

43

130

期待度数

10.0

18.6

35.2

66.1

130.0

総和の %

2.8%

6.3%

8.1%

8.4%

25.5%

4

2

23

35

64

期待度数

4.9

9.2

17.4

32.6

64.0

総和の %

.8%

.4%

4.5%

6.9%

12.6%

39

73

138

259

509

期待度数

39.0

73.0

138.0

259.0

509.0

総和の %

7.7%

14.3%

27.1%

50.9%

100.0%

度数

度数
合計

21

重要で
ない
181

期待度数
度数

持家

あまり重
要でない
39
74

やや重要

18.1

9.0

391.0

総和の %

49.8%

10.6%

3.0%

1.3%

64.6%

91

43

9

5

148

期待度数

107.9

29.8

6.8

3.4

148.0

総和の %

15.0%

7.1%

1.5%

.8%

24.5%

49

15

1

1

66

期待度数

48.1

13.3

3.1

1.5

66.0

総和の %

8.1%

2.5%

.2%

.2%

10.9%

441

122

28

14

605

期待度数

441.0

122.0

28.0

14.0

605.0

総和の %

72.9%

20.2%

4.6%

2.3%

100.0%

度数

６．考察
住宅再建の要因に対する重要度の評価結果から、居住地
の利便性の重要度が高く、震災前の近隣住民と震災後も近
くで居住することの重要度は低くなった事が特徴的な結果
となった。仙台市内の比較的利便性の高いみなし仮設住宅
で暮らす被災者が、利便性に慣れた事により利便性をより
重視するようになった事も影響している可能性があると考
えられる（2013 年仙台市内のみなし仮設住宅居住者への聞
き取り調査による）
。
個人の居住性に関する項目の重要度が
高く評価される方で、震災前の地域コミュニティの重要度
は全体としては低い傾向が見られたが、元の場所に戻りた
いという希望が強い回答者では、その重要性は高くなる傾
向が見られ、被災者の希望は一様ではないことから地域の
住宅再建方針を一つにまとめるのは難しいことが裏付けら
れている。
被災者の属性と要因の重要度の関係について考察する。
「相談窓口」については、重要度に対する認識が二分した
ことから、必要な人とそうでない人の差がはっきりしてい
ると考えられる。表-5 からも、低所得層が気軽に相談窓口
を利用して住宅再建に取り組めるような工夫が必要である
といえよう。また、低所得者層では、居住地の利便性のよ
さの重要度が高いと評価されており、仕事面や生活への負
担が震災後さらに大きくなる中で、どこに居住できるかは
生活の再建にも大きく関わっていると考えられる。
以上のように、世帯収入が住宅再建に大きく関わってお
り、利便性のよい場所での再定住や、住宅再建を進めるに
あたっての丁寧なサポートが鍵となると言えよう。

合計

39.2

391

78.8

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）

表-8 住宅再建予定・見通しと世帯収入

150万円未 度数
満
期待度数

合計
8

285.0

度数
合計

301

重要で
ない

期待度数
度数

その他

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）

仮設住宅と
住んでいる
明確な予定
民間賃貸住
はないが、
すでに予定 移転する見 予定も見通 宅に住み続
けたい
通しはある しもない
がある

度数

あまり重
要でない
64
18

やや重要

７．おわりに
本研究で得られた結果は、仙台市内のみなし仮設住宅居
住者を対象とした調査から得られたものであり、東日本大
震災被災者全般から言える結果ではない。しかしながら、
共通点はあるものと考えられる。
また、この調査はほとんどの被災者が住宅再建をする前
に実施したものであり、住宅再建が実際どのようになされ
たかも踏まえて検証したいと考えている。

（カイ 2 乗検定で P＜0.01）
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都市計画用途地域の見直し
－新たな都市計画制度検討業務－
アジア航測株式会社
アジア航測株式会社
アジア航測株式会社
1．はじめに
舞鶴市の都市計画制度は、昭和 56 年に制定され、34 年
あまりが経過した。制定当時、都市計画制度の人口フレー
ムは、12 万 5 千～6 千人を想定したものであった。また用
途地域は、昭和 34 年に制定されているが、人口減少下の現
在に至るまで、大きな見直しは実施されず、部分的な見直
しに留まっている。これまでのまちづくりは、人口増加を
前提としたものであったため、人口減少・高齢化の進展、
既存商店街の疲弊や地域経済の停滞など、現在の地方都市
が直面する課題に対応できているとは言い難い。
次に、財政状況に目をむける。歳入の根幹となる市税収
入は、火力発電所の建設に伴い大きく増加した固定資産税
が、平成 23 年度をピークに年々減少している。加えて、長
引く地域経済の低迷により、市内企業の業績も低調に推移
していることから、市税収入は今後も厳しい状況が続くこ
とが見込まれており、市を取り巻く社会構造は非常に厳し
い。よってこの現状から目をそむけず、人口規模に応じた
適正まちづくりを実践することは、必然であるといえる。
舞鶴市は、
「安心のまちづくり」
「活力あるまちづくり」
「心豊かに暮らせるまちづくり」
を重点的目標に位置づけ、
「交流人口 300 万人・経済人口 10 万人」都市を目指し、ま
ちづくりを進めている。今後、地域特性を活かしたまちづ
くりを進めつつ、将来の社会情勢の変化に柔軟に対応して
いくためには、現行の都市計画制度を再検証し、単なる部
分的な見直しに留まらず、将来的な社会構造にも対応しう
る都市の再構築が必要である。
2．現状および課題とこれまでの経過
舞鶴市は日本海に面する港湾都市であり、京都府北部に
おける経済的中心都市である。軍港から発展した歴史をも
つ東舞鶴と、城下町から発展した西舞鶴の 2 つの市街から
構成される都市である。人口は、平成 7 年から減少傾向で
あり、特に平成 17 年から平成 27 年の減少数が大きい。
（表１）
表 1 舞鶴市の人口動態
平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 年平均伸び率
94,784

94,050

91,733

88,669

83,990

-0.6％

91,672

91,232

89,160

86,354

81,900

-0.5％

3,112

2,818

2,573

2,315

2,090

-1.6％

都市計画区域外のシェア

3.3％

3.0％

2.8％

2.6％

2.5％

－

都市計画区域外伸び率

－

-9.4％

-8.7％ -10.0％

-9.7％

－

行政区域
都市計画区域
都市計画区域外
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また単に人口が減少しているだけでなく、都市構造の変化
があらわれている。つまり、かつては高密度に人口が集中
ていた中心市街地の減少が著しく、市全体と比較して高齢
化が進展するなど、人口の構造的な変化があらわれてきて
いる。加えて、舞鶴市を構成する東地区と西地区の中心市
街地の人口推移を確認すると、西地区中心市街地では著し
い人口減少・高齢化の進展がみられ、若年層はゆとりのあ
る住環境周辺部に居住地を求める傾向がある。このような
状況から現状の認識として、
下記 2 点の課題があげられる。
課題①：舞鶴市の市街化区域規模
舞鶴市の一人当たりの市街化区域の規模は、京都府平均
の約 2 倍である。用途地域別では、第 1 種住居地域、商業
地域、準工業地域が、府平均の倍以上の規模である。優良
な農地のまま残存する地区が存在するため、無秩序な開発
が進展する恐れがある。また市街化区域内においては、将
来的な都市的土地利用の見通しがない低未利用地が都市周
辺部に存在している。
課題②：市街化区域内の土地利用状況
②-1）基盤整備（インフラ）との不整合
まちの拠点となるべき鉄道駅周辺において、駅前広場等
の周辺整備を実施してきた。ところが整備完了後において
も、その整備状況に応じた用途地域が選択されず、従前の
用途地域が残っているケースが多い。例えば市内には、廃
線となった線路敷が存在するが、この廃線路敷が用途地域
の根拠となっている箇所が残っている。現在では周辺一体
の住宅化が進んでいる。また都市計画道路については、平
成 22 年度に見直しが行われたが、
廃止となった都市計画道
路に、沿道系の用途地域指定が残っており、将来の土地利
用計画との間で乖離がみられる状況である。
②-2）目標とする土地利用との乖離
マイカーによる生活スタイルが主である若者層のファミ
リーは、自然を身近に感じられ、ゆとりある生活環境で、
子育てを望んでいる傾向がある。市内西地区ではゆとりあ
る住宅が整備されているが、これは良好な居住環境を求め
る建築需要のあらわれであるといえる。一方当該地区の用
途指定は、工業系用途が指定された状態のままで、見直し
が実施されず今日に至っている。つまり現在工業系用途地
域指定の地区に、住宅団地の整備が進行しつつある状況で
ある。このようにライフスタイルの変化に即した用途地域
設定がなされていない状況となっている。

そこで舞鶴市では、平成 26 年度に学識経験者、市民団体
等によって構成される「都市計画見直し基本方針検討会」
を設置し、都市計画見直し基本方針を検討した。
3．見直しの基本方針について
見直しの基本方針として、舞鶴市が適用している都市計
画制度（区域区分、用途地域、防火・準防火地域等）につ
いて、現在の土地利用状況や地域特性をふまえ将来目標と
する都市像を実現していく上で、ふさわしい運用を図るこ
ととした。さらに、これからの時代に対応した持続可能な
都市構造への変化を誘発できる運用を図ることも、基本方
針とした。
この基本方針のもと、まず「用途地域見直し」を検討し、
都市計画の再構築を図ることとした。次の 4 つの視点で用
途地域の見直しを検討した。

１）行政区域人口（平成 42 年）

２）都市計画区域外人口（平成 42 年）

（74,300 人）

（1,300 人）

３）都市計画区域人口（平成 42 年）
（73,000 人）

5）市街化区域人口（平成 42 年）

4）市街化調整区域人口（平成 42 年）

（63,900 人）

（9,100 人）

図 1 舞鶴市の人口動態

4.2 住居系用途地域の適正面積の検討
前述の将来人口フレームより、住居系用途地域の将来居
住地人口を検討した。可住地は全体面積から、その他自然
地、水面、公共・公益施設、道路、交通施設、その他の公
益施設を除いた面積とする。
現在市内における住居専用地域以外の住居系用途地域に
は、良好な住環境を形成している地域が多くみられる。こ
うした環境を維持し、より一層向上させるためには、ゆと
りある住環境を目標としたまちづくりを目指す必要がある。
そこで次の用途地域の一部について、下記見直しの検討を
すすめた。
①第一種中高層住居専用地域
見直し後： 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
②第二種中高層住居専用地域
見直し後： 第二種低層住居専用地域

①ライフスタイルを誘導する見直し
中心市街地は「高密度な住宅地」
、郊外部は「低密度住宅
地」とし、交通の利便性、世代年齢、世帯構成や行動特
性にあった住まい方を誘導する。
②中心市街地の再構築を誘導する見直し
薄く広がった商業地を再編し、都市機能の立地、更新を
誘導する。その周辺に居住者を維持する。
③土地利用動向にともなう見直し
現用途地域が目標とする建築物以外が立地する動向にあ
る地域には、新たな用途地域を適用する。
④土地利用条件の変換にともなう見直し
道路整備や土地区画整理事業、都市計画道路の廃止等の
政策により土地利用条件に変化がある場合は、新たな用
途地域を適用する。

住居専用地域以外
住居系用途地域

低層住居 中高層住居
専用地域 専用地域

4．将来的な用途地域のありかたの検討
4.1 将来人口フレームの検討
まちの賑わいは、市民一人ひとりの活動や行動の積み重
ねが、基礎となっている。したがって、まちの将来像は人
口分布・動向と密接にかかわり、その人口指標は都市計画
のフレームとして重要である。そこで都市計画法規制上の
区域区分に着目し、人口分布状況を検討した。
舞鶴市の平成 22 年の人口は、88,669 人で、都市計画区域内
が 86,354 人、市街化区域内が 74,398 人、市街化調整区域内
が 11,956 人、都市計画区域外が 2,315 人である。ここでは
平成 42 年の人口を予測するにあたり、
コーホート法を用い
て推計をおこなった（図１）
。その結果、行政区域内人口が
74,300 人、都市計画区域内が 73,000 人、市街化区域内は、
63,900 人、市街化調整区域内が、9,100 人、都市計画区域外
が、1,300 人と予測された。
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352 ha

0.0

200.0
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400.0
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1,200.0

1,400.0

図 2 見直し後住居系用途地域面積推移

図 2 が示すように、この見直しにより低層住居専用地域
が 141ha、中高層住居専用地域が 169ha の増加が見込まれ
る。
ここで現在の用途地域の人口配分率が将来も同じである
と仮定すると、
見直し後の用途面積と平成 42 年時における
将来人口：63,900 人の各用途地域分配は平成 22 年国勢調査
時と比較すると、表 2 となる。

のサービス向上を実現するために、現在の商業系用途地域
を、
「商業を集約する地域：舞鶴駅、西舞鶴駅周辺」と「都
市型居住を図る地域：駅周辺」に分類するという方針に基
づき、用途見直しを実施した。見直しにあたっては、現在
商業地を近隣商業地域にあるいは、商業地域と近隣商業地
域を第一種中高層住居専用地域、第 1、2 種住居地域あるい
は準住居地域に見直すことで、その適正な規模の用途地域
を設定した。
その結果、
近隣商業地域面積は 12ha の減少
（約
20％減）
、商業地域面積は 69ha の減少（約 60％減）と大幅
な縮小を実現した。

表 2 将来人口推計
平成22年

平成42年

74,398

63,900

市街化区域内人口（人）
面積

用途区域別
人口（人）

面積

用途区域別
人口（人）

第1,2種低層住居専用地域

221ha

8,648

352.3ha

14,000

第1,2種中高層住居専用地域

135ha

6,189

303.6ha

13,600

第1,2種住居地域及び準住居地域

729ha

26,457

633ha

22,900

用途地域

次にこの用途地域面積設定が、人口規模に応じて妥当で
あるか検証を行った。
舞鶴市は、
住居系用途地域において、
ゆとりのある住環境をめざす方針を掲げていることをふま
え、住居系用途地域の適正規模について検証を行った。将
来人口密度の設定であるが、低層住宅専用地域においては
市街化区域の基準である人口密度 40ha/人（人口集中地区人
口密度）
、
中高層専用と住居地域については国土交通省の通
達にある 60ha/人（住居系人口密度）を、将来人口密度の目
標値として設定した。用途地域ごとの可住地、非可住地面
積をまとめると、表 3 となる。

現

近隣商業地域

商業地域

60 ha

121 ha

状

近隣商業地域
商業地域

見直し後

48 ha
12 ha減
0.0

52 ha
69 ha減
50.0

100.0

150.0

200.0

図 3 見直し後商業系用途地域面積推移
表 3 用途地域毎可住地非可住地面積
第1,2種低層住居専用地域
第1,2種中高層住居専用地域
第1,2種住居地域及び準住居地域

可住地面積
非可住地面積
可住地面積
非可住地面積
可住地面積
非可住地面積

254.4ha
97.9ha
186.9ha
116.7ha
406.7ha
226.3ha

次にこの見直し後の商業系用途地域規模の妥当性を検討
した。検討においては、商業販売額（小売販売額）
、小売業
売場面積、売り場効率（小売販売額÷小売業売場面積）に
ついて、
平成 42 年の予測値を算出することで検討を実施し
た（表 4）
。
表 4 将来商業規模予測

表 3 に基づき、見直し後の居住規模面積の妥当性を検証し
た。
①第 1,2 低層住居専用
可住地面積 254.4ha×40 人/ha＝10,200 人
10,200 人－10,540 人（平成 42 年推計）＝△340 人（居住地
不足と予想）
②第 1,2 種中高層住居専用、第 1,2 種住居、準住居
可住地面積[186.9ha＋406.7 ha]×60 人/ha＝35,600 人
28,010 人－35,600 人（平成 42 年推計）＝7,590 人（居住地
余剰と予想）
③住居系の余剰合計
7,590 人－340 人 =7,250 人
7,250 人÷60 人/ha=121.0ha （予想余剰面積）
この結果から、
平成 42 年における住居系用途地域におい
て 121.0ha の余剰面積が予想され、目標とするゆとりある
住環境の整備を見込むことができる。

指標

平成19年

平成42年

商業販売額
（小売販売額）

944億円

636億円

小売業売場面積

11.84ha

8.0ha

売場効率

80万円/㎡

80万円/㎡

さらに小売業売場面積と商業用地
（平成 26 年都市計画基礎
調査参照）の比率も商業地規模の算出に加味することで、
将来の商業系用途地域の規模を予測した。この結果、平成
42 年に必要な商業規模は 88ha と見込まれ、今回見直し後
の用途地域が100haであることから12haの余剰面積が見込
まれ、妥当な用途地域面積設定であることが確認された。
4.4 工業系用途地域の見直し
工業系用途地域では、
準工業指定がなされている地区で、
工場などが閉鎖され跡地に住宅地が形成されているところ
がみられるため、見直しにおいては工場と住宅地の混在を
避けつつ、準工業地域から住宅系用途地域への見直しを実
施した。なお工業・工業専用地域においては、現状乖離が
なく工場の立地がなされていることから、一部を除き見直
しを実施しないこととした。この結果、準工業地域におい
て 14.8ha の減少が見込まれる（図 4）
。

4.3 商業系用途地域の適正面積の検討
舞鶴市の商業地域は、東西地区にわかれ、薄くひろがっ
た商業地が形成されている。この商業地を集約し、利便性
の高い都市型居住の形成を目指す見直しを検討した。具体
的には、利便性の高いまちなか居住への誘導と中心市街地
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現

状

2、地区計画の導入
地区計画は、用途地域が定められている地域ではすべて
の区域で、用途地域が定められていない地域では、要件に
該当した区域で定めることができる。今後は地区計画も活
用しながら、まちづくり協定とも連携させ、規制の強化と
緩和を実施し目指すべきまちへと誘導していく必要がある。

244.7 ha
工業地域

見直し後

229.9 ha

0.0

50.0

100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

７．おわりに
人口減少下において、各種サービスを維持し、効率的に
市民に提供していくためには、都市機能を一定のエリアに
集約化することが必要不可欠である。
舞鶴市の取り組みは、
今後持続可能でコンパクトな都市づくりをすすめる自治体
の参考になるものと考える。
最後に本業務の実施にあたり、
ご指導ご協力をいただきました舞鶴市の関係者の皆様に感
謝の意を表します。

図 4 見直し後工業系用途地域面積推移

５．用途地域見直し（案）の策定
用途見直しの結果、図 5 に示すように、住居系面積は
204ha 増加したが、商業系・工業系は、それぞれ 81ha、123ha
減少した。よって舞鶴市が目指すコンパクトなまちづくり
に向けて、都市計画法制度上の整備がなされたといえる。

商業系

住居系
現
状

1,085 ha

見
直
し
後

1,288 ha

203 ha増

0%

20%

40%

工業系

181 ha

872 ha

100ha

750 ha

81 ha減

60%

122 ha減

80%

100%

見直し前

図 5 見直し後用途地域別面積推移

見直し後
図 6 西舞鶴地区用途地域見直し

なお平成 28 年 3 月に完成した用途地域見直し（案）は、周
知期間・都市計画法上の諸手続きを経て、平成 29 年 1 月に
都市計画決定の告示がなされた。(図 6、図 7 参照）
６．見直し過程における留意点及び工夫
見直しを実施する過程で留意しなければならない点につ
いて、下記 2 点をあげる。
1、既存不適格建築物への対応
今回の見直しには、工業系・商業系用途地域から住居系
用途地域へ、住居系用途地域から住居専用系用途地域へと
いった大きな土地利用計画の変更が含まれている。そのた
め私権制限を課す都市計画制度の性格をふまえて、用途地
域見直しにともなう既存不適格建築物の状況（発生割合・
分布状況）に配慮する必要がある。そこで見直しにあたっ
ては、既存不適格建築物の調査を実施しその分布を把握し
た。
分布結果をもとに、
建替え促進支援策等でフォローし、
既存不適格の解消を目指すことが有効である。

見直し前

見直し後
図 7 東舞鶴地区用途地域見直し
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BRT 活用を中心とした資源枯渇型都市の再開発に関する考察
-中国山東省棗荘市を事例として和歌山大学大学院観光学研究科
1.序
1.1.背景と目的
中国では、1950 年代以降、大規模な天然資源の開発に伴
い、数多くの都市が形成された。中でも、資源都市 1 は、
国の開発拠点として多くの投資がなされ、経済面でも人口
面でも急激に発展した。しかし、これらの都市において過
去に豊富に産出した天然資源はすでに枯渇しつつあり、資
源枯渇型都市 2 になり、さまざまな環境、経済、社会問題
が多発している 1）2）3）。また、資源開発に依存して発展して
きた都市では、都市機能の多様性が十分に確保されていな
い段階で基幹産業が次第に縮小し、結果的に都市そのもの
の存立が危ぶまれるケースも発生した 4）。
これまで、
中国資源枯渇型都市の開発に関する研究では、
資源枯渇に伴う都市の歴史特性分析 3 5)、経済対策 4 6) 7) 8)、
産業転換方式 5 9)といったものが多く見られるが、資源枯渇
型都市の都市計画には触れず、総合的な計画研究はほとん
どなされていない。
本稿では、資源枯渇型都市である棗荘市の事例を取り上
げ、都市計画の側面で BRT の活用による課題解決策の提示
を試みた上で、資源枯渇型都市の今後のあり方を考察する
ことを目的とする。
1.2.研究方法
本研究では、既存の都市計画の内容、方向性などを、山
東省城郷規劃設計研究院監修・棗荘市人民政府発行の『棗
荘市都市総合計画（2010～2020）
』によった。また、BRT
に係る客観的情報を収集するため、棗荘市中心城区域を対
象にフィールドワークやインタビュー調査を実施した。
資料収集にあたって、都市総合計画に関するものほか、
「棗荘市三区合併事業及び路線バス全線路図」
、
「棗荘市
BRT 事業計画項目説明書」、「棗荘市 BRT 路線・乗換案
内図」の最新版と、都市再開発事業の一部である「棗荘市
市中区中央広場・三角花園建設事業計画資料 2015」などを
集めた。インタビュー調査では棗荘市交通局を通じて棗荘
市城市公共交通総公司の協力を得た。
なお、現地調査は 2013 年 2 月から 2015 年 12 月の計約 3
年にわたって実施したものである。
2.調査対象地と調査区域の説明
2.1.調査対象地の選定理由
棗荘市は、
山東省最南部に位置する
（北緯 34°27′～35°19′、
東経 116°48′～117°49′）
（図-1 太線枠内）
。東西幅 56 ㎞、南
北長さ 96 ㎞、市域面積 4572 ㎢のうち、鉱区面積は 1016.7
㎢を占めている。唐宋時代から石炭採掘が創め、清時代に
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勃興し、1878 年に中国三大炭鉱のひとつである中興鉱務局
の創業を経て、豊富な石炭資源に恵まれた炭鉱拠点都市と
なった棗荘市は、1961 年に山東省における第 4 番目の地級
市 6 として設立された。2009 年に、棗荘市が「資源枯渇型
都市」に認定され、かつ中国東部地方における唯一の「資
源枯渇型都市転型試験市」7 となった。汎用性としては、国
の認定計画
（都市再開発計画などの国が認定しているもの）
を用いた、既存の都市計画を加え他都市に参考し易い方法
であることが挙げられる。妥当性としては資源枯渇型都市
の立地性格に沿って都市計画で設定した BRT 路線は一般
的な路線バスにも適用できることが挙げられる。

図-1 山東省における棗荘市の位置（筆者加筆）
2.2.調査区域の説明
棗荘市では、五つの区（市中区、嶧城区、台児荘区、薛
城区、山亭区）と一つ県クラスの市（滕州市）を所轄して
いる（図-2）
。都市建設面積は 106.39 平方キロ、人口は 394
（うち都市部人口 124.33 万人）万人である（表-2）
。

図-2 棗荘市行政区画図（筆者描画）

表-2 棗荘市の基本状況

（棗荘市統計局都市概況データより作成 2013 年 6 月集計）

図-4 調査区域平面図（筆者加筆作成）

調査区域の範囲については、資源枯渇型都市の認定に伴
い都市再編を求める重点地域である薛城区、市中区、嶧城
区から構成された地域が本研究の調査対象となる（図-3 中
部点線枠内は対象区域を示す）
。

図-4 のように、市中区は 1976 年から元市政府機関の所
在地であり、棗荘市の行政・経済・文化・交通中心として
繁栄してきた。市の人口密度が一番高い地区である。2004
年 6 月に市政府機関が薛城区東部へ移転し、段階的に新た
な都心に変わってきた。嶧城区は市中区の南部に隣接し、5
鎮 2 街道を有しており、山間部に数多くの観光スポットが
立地している。
3.都市空間の実態考察
3.1.都市空間の現状
棗荘市都市総合計画（2010～2020）により、
「2009 年に
棗荘市は資源枯渇型都市として認定され、あらゆる局面に
おいで現状維持が困難となることから、新たに都市を転換
させることがきわめて重要であり、炭鉱都市から新型ハイ
テク産業や観光サービス業などを総合的に強化した新都市
を創出するよう努める」という新都市理念を打ち上げ、都
市を再構築しようとしている。しかしながら、棗荘市は石
炭産業の繁栄の下に誕生した都市であり、炭鉱が閉山にな
る毎に大量の失業者をもたらし、かつ各区市間の距離が遠
いため、地域間トリップ数は少なく、とりわけ、数十年に
わたる石炭産出・開発を中心とした都市集落によって、都
市空間の点状化、長距離分散化が顕著になっている。
このような都市構造では、資源枯渇後の都市インフラ整
備のコストが高くなり、都市間の長距離による機能の集約
性が低く、都市全体の活力が低下している。表-4 のように、
各区市の距離が少なくとも 20 ㎞あり、最長距離は 60 ㎞を
超え、典型的な分散立地構造である。

図-3 中心城区域図（筆者加筆作成）
具体的には、現状の薛城区市街、棗荘ハイテク産業開発
区から構成された区域や、市中区の旧市街、棗荘経済開発
区と嶧城区から構成された区域、張範鎮（現張範街道）を
中心点とする東西城区に二分する
（以下、
東城区・西城区）
。
中心点の西に寄った所に現市政府機関駐地があり、棗荘市
の行政中心となった（図-3 星印で表示、以下、中心城）
。
調査区域の概要を表-3 に、平面図を図-4 に示す。

区域名
西城区
中心城
東城区

表-3 調査区域の概要
範
囲
薛城区市街地大部
市中区と薛城区の中間区域、棗荘ハイテク産
業開発区、経済開発区
市中区市街地及び近接する嶧城区主要市街地

表-4 都市区間距離
区間
距 離（
（約○○/㎞）
24
市中区人民公園前⇔市役所前
30.3
市中区人民公園前⇔山亭区役所
37
市中区人民公園前⇔台児荘区役所
34.5
市中区人民公園前⇔棗荘西駅
46.3
市中区人民公園前⇔滕州市役所
61.7
市役所前⇔山亭区役所
（Baidu 地図より各区中心部間の距離とする 2015 年 12 月時点）
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し、年間利用者延べ人数は約 5000 万人と予測されている。
このように、BRT が各区市の間に幹線交通網の骨組みとし
て公共交通サービスの向上、分散地域の改善、資源枯渇に
伴う失業者の移動、再就業など、社会面のみならず、環境
面も様々な役割があると考えられる。また、中心城が新た
に整備され、棗荘市においては、新都心との連結や、区市
間交流の促進は最も重要な政策課題と言える。

3.2 都市ビジョンの構築
2013 年棗荘市政府報告 8 により、
中心城の建設が 10 年総
合計画のうち上半期計画の重点となる一方、薛城区一部・
ハイテク産業区・中心城 の「三区合併」による 130 万㎢の
「大新城」を構築することがわかった。計画によって、
「大
新城」の中心は京滬高速鉄道線に近隣する区域に位置し、
文化交流、
棗荘市の総合行政サービス、
産業転換模範基地、
レジャー、閑居などの機能を担う区域に設定された。土地
利用、産業統合、環境保護、文化活動などの取り組みを通
じて、表-5 のように「四大ブランド」の都市機能イメージ
を作り上げた。
表-5 中心城の都市機能イメージ
機 能
内
容
公共交通中枢、京福高速・京滬高速鉄
都市玄関口
道の通過点、行政拠点
総合サービス
ハイテク産業・物流・製造業
域内における自然的な山・水の利用、
山水都市
調和し特色づくり
健康保健産業や人文自然景観の利用、
リフレッシュ都市 工業生産都市からレジャー閑居都市
への転換を目指す

3.4 幹支線ネットワークの新展開
BRT 導入の着眼点として、図-5 のように、光明大道を主
軸とする都市開発軸が設定され、西城区と東城区の広域範
囲をそれぞれ規定しており、各城区における地域拠点・地
区拠点も形成されている。その拠点がすべて光明大道沿い
もしくは幹線に近接配置し、前述のようなそれぞれ特徴あ
る都市機能が付けられており、居住、レジャー、商業施設、
公共スペースと併せた空間を整備している。

（
「棗荘市政府年次報告 2013」より作成）

3.3 BRT システムの導入
前節の議論を踏まえ、分散型都市でありながら都市全体
の発展を遂げるため、都市総合計画の第一段階として、棗
荘市人民政府が BRT の 構想を打ち出し、BRT 導入計画も
同時に検討された。2010 年 8 月 2 日に、棗荘初の BRT 線
路 B1 号線（市中区⇔薛城区間）が開通された。その後、
2011 年から 2014 年にかけて、B2 号線（市中区⇔台児荘区
間）
、B3 号線（新城区⇔山亭区間）
、B4 号線（市中区⇔嶧
城区間）
、
B10 号線
（京滬高速鉄道棗荘駅⇔台児荘古城区間）
、
B5 号線（棗荘西駅⇔陶荘乗換センター区間）が相次いで開
通された。
当初、地下鉄・LRT など軌道系の公共交通システムも考
えたが、資源枯渇型都市の財政状況、整備コストや建設周
期などの要素を総合的に検討した結果、BRT システムが都
市基幹交通機関として採用された。

図-5 中心城における幹支線開発軸（案）
（
「棗荘市都市総合計画」により筆者加筆作成）

例えば、東城区である市中区中心部に位置する三角花園
地区では、過密の土地開発を緩和するため、従来の商住混
在型零細な商業・業務用途施設・オフィスをモールに集積
させ、一体多機能型の商業ゾーンを建て替えた。
同様に、西城区に位置する行政拠点地区において、市街
地が未形成のため、市政サービス機能をはじめ、周囲の自
然景観と融合し、
ゆとりのある空間を整備している。
また、
本地区において、京滬高速鉄道棗荘駅、京滬鉄道棗荘西駅
の玄関口でもあり、その二つの駅を拠点とする商業施設を
段階的に導入しており、駅周辺の住宅用地も計画し、出掛
けしやすい幹支線交通網の整備を通じて、1 拠点から各区
に行けるようになった。
ここで、図-6 のように、図-5 に基づいて BRT 幹支線の
表-6 棗荘市における各公共交通モード整備の検討
配置図の上に区域機能図を重ねて作成してみた。光明大道
BRT
LRT
地下鉄
が東西城区の中央を貫いて走る。その道路が幹線道路とし
コスト（1 ㎞／円） 約 5 億 950 万 約 20 億 約 50 億
て都市開発の主軸を設定し、主軸を中心にいくつの結節点
建設周期（年）
1～2
4～6
8～10
（乗換センター）を配置した。結節点では都市の主要機能
（
「棗荘市 BRT 事業説明書 2015」より概算作成）
を集積させ、同時に BRT 支線も配置し、結節点で遠く離れ
る嶧城区（B4 号線）
、山亭区（B3 号線）
、台児荘区（B2 号
現在、
市全域のBRT 線路実延長が148.5 ㎞に達しており、
線）へのアクセスもできるようになった。市中区過密の旧
全国最長の BRT 線路となった。年間ピーク時の乗車延べ人
市街地においては、道路改造の困難も考慮し、大容量の
数は約 2000 万人が記録され、
将来の総延長が 200 ㎞を見通
BRT 車両を導入せず、小型路線バスを乗換センターで BRT
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と接続し、BRT 乗換支線（図-6 右上、系統番号 15、25、
35）として運行してきた。各エリアにおいて都市機能区域
を明示し、それぞれの区域に定められた機能によって開発
を進めている。すなわち、地域活性化を図るとともに、BRT
の活用により、都市幹支線ネットワークを明確化し、日常
生活に必要な機能を享受できる都市環境の形成を目指そう
としたものである。

イフスタイル”を達成に見込まれ、導入結果として都市空
間の形成に対する影響も大きく受けている。
資源枯渇型都市の再開発は、未だ実験的段階に過ぎず、
どのようにして新たな都市に転換すべきかについての理論
も形成されていない。棗荘市での考察を通じて、資源枯渇
型都市の再開発に向けた諸課題を克服していくために、更
なる実践例の蓄積と検証が必要であろうと考えられる。
補注
1.資源都市とは当該都市において炭鉱、石油、森林などの天然資源の採掘・
加工を中心とした都市であり、これらの資源は都市の発展に主導する。
2.資源枯渇型都市は上記（1）の都市において天然資源の開発が末期に入り、
採掘高が累計 70％に達した都市である。本稿の研究対象である棗荘市は《国
務院関与促進資源型城市可持続発展的若干意見》(国発【2007】38 号)より
2009 年 3 月に認定。
3.例えば、劉（2006）鉱業都市の生活空間の変容についての分析。
4.例えば、宋・湯（2005）
、範（2008）
、陳（2011）などは資源消失に対する

図-6 光明大道を主軸とした BRT 幹支線沿い区域機能図

産業転換方式および新規産業の参入による経済再生に関する研究が多数あ

（
「棗荘 BRT 路線案内図」2015 年 12 月時点より描画）

り。
5.例えば、伊藤（2015）鉱物都市から観光都市への転換などの論文がある。

以上のように、棗荘市の各区市間において BRT 幹支線交
通網を活用し、これに全域の公共交通機関を有機的に結び
つけることができれば、自然環境の保護、安定的な経済の
形成、市街地と郊外の接続によるコミュニティ意識の向上
などの効果を見込むことができ、最終的に資源枯渇型都市
の再開発にも繋がりをさらに密接にすると考えられる。

6.地級市は中国の地方行政単位。地区、自治州、盟とともに二級行政単位を
構成する。省クラスと県クラスの行政単位の中間にある地区クラスの行政
単位である。地方によっては「区級市」と呼ぶこともある。
7.資源枯渇型都市転型試験市とは、国務院が認定したもので、石炭採掘業を
中心とした都市など、天然資源が枯渇した都市における産業構造の都市転
換、一般的に工業型都市から第三次産業（新型産業）を基幹とする都市に
転換するための都市経営手法を試験的に導入する都市を指す。これらの都

4.まとめ
本研究では、中国における資源枯渇型都市の発展実態を
踏まえて、BRT の活用による課題解決策の提示を試みた。
都市再開発の状況を考察するために、棗荘市の事例を取り
上げ、都市機能の側面から都市全体の空間構造、都市総合
計画、区域開発などを通じて、次のことを明らかにした。
1）資源枯渇型都市の空間状況
資源開発の基に形成された都市において、都市集落はそ
の資源分布により点在化、無秩序に蔓延している。これに
よって、都市拠点を集中できず、一般都市の再生方法によ
り比較的難しくなっている。
2）連続・多様な土地利用による都市再開発
資源枯渇型都市において、経済発展自体にとってその資
源への依存性がきわめて高いと見られ、いったん資源がな
くなったとき、その都市全体に対し、手痛いダメージを受
けられる。都市機能の単一性と脆弱性を回避するために、
連続・多様性がある都市機能の配置を、今後の再開発にお
いて十分に配慮しなければならない。
3）交通網の重要性
資源空間の分散によって都市の維持管理コストの肥大化
や放漫な土地利用の問題が顕在化し、交通ネットワークの
構築についても理解しておく必要がある。棗荘 BRT システ
ムは“ライトレールの効果、路線バスのコスト、市民のラ
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市では多元的な産業構造、密集型労働、関連性の高い経済模式への転換が
重要視するほか、同様の資源枯渇問題に悩む都市にとっても模範的な役割
をする。
8.斉魯晩報「専版・今日棗荘」2014 年3 月 26 日付
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「特定地方交通線転換鉄道」の利用状況と路線再生の要因に関する研究
大阪工業大学大学院 井本雅史
大阪工業大学工学部 岩崎義一
大阪工業大学工学部 山口行一

1.はじめに
我が国の鉄道に関する問題として、地方路線の利用者数
減少が挙げられる。利用者の減少により廃止された路線 1)
は、2006 年～2016 年で 19 路線にのぼり、その大半が地方
の路線である。住民の大切な足が失われ外出機会が減るこ
とで、地域衰退につながると考えられる。この問題は地方
だけの問題ではない。
本格的な人口減少に入った日本では、
今後都市部でも人口が減少し鉄道利用者も減少することが
予測されるため、日本全体に関わる問題であるととらえて
いる。
本研究では、調査対象路線を利用者の少ない、特定地方
交通線転換鉄道(1)20 社（以下、対象路線と記す）とし、鉄
道統計年報 2)・国勢調査 3)などの統計データや各社のホーム
ページに基づき、利用者の特性を分析した。次に、イベン
トによる路線活性化策に着目し、どういった活性化策や地
域特性が路線再生につながるかの分析・評価を試みた。ま
た、イベントによる路線活性化策の事例が少なかった 20
年前（H5 年）と現在（H25 年）の利用状況の比較、事例が
増え始めた 5 年前（H20 年）と現在（H25 年）の利用状況
の比較を各分析でおこなうことで、路線活性化策の効果の
評価も試みた。

構成比の推移を表したのが図－1 である。利用者数の推移
をみると、近年減少幅は緩くなっているが、20 年間で総利
用者は 37％減少した。特に通学定期利用の減少が大きく、
少子化の影響であると考えられる。20 社合計の利用者構成
比の推移に関しては、大きな変化はなかった。
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図－2 20 年間（Ｈ5 年～Ｈ25 年）の利用者増減の構成別内訳(2)
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図－1 対象路線の利用者数と利用者構成比の推移
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次に、20 社それぞれの利用者増減の構成内訳（20 年間と
5 年間）をグラフ化し、どの利用目的が利用者の増減に影
響しているのかを考察した。
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表－1 対象路線 20 社の概要
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2.対象路線の特徴
2.1 利用状況の変化
H25 年の我が国における年間鉄道利用者数は約 236 億 9
千万人で近年は微増傾向にある。また移動需要に占める鉄
道依存率は 28.6％（H21 年）であり、この数字はともに世
界一位である。一方、対象路線の年間利用者数は約 1,724
万人で減少傾向が続いている。
対象路線の H5 年～H25 年における総利用者数と利用者
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図－3 5 年間（Ｈ20 年～Ｈ25 年）の利用者増減の構成別内訳(2)

図－2・図－3 より共通していることは、通学定期と定期
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全国の民営鉄道平均は、通勤定期割合が 40％を超えてい
るのに対し、対象路線は、通勤定期の割合が低く、通学定
期の割合が高い構成になっていることがわかる。
次に、特徴をみるため、㉑を中心とし 3 つのエリアに分
割した。A エリアは、定期外割合が高く通勤定期割合が低
い路線である。この路線の特徴は、歴史的・文化的経緯な
どから沿線地域の観光業が盛んなことや、トロッコ列車や
イベント列車を盛んに運行していることである。そのため
定期外割合が高い傾向にあると考えられる。B エリアの 3
路線は、構成が他路線に比べて分散している。この路線は
総利用者数が多く、住宅の多い平野部を通っている。C エ
リアには約半数（11 社）の路線が入っている。これらの路
線は通学定期割合が高く、対象路線の典型的な構成比とい
える。
利用者構成比の変化をみると、定期外割合が増減してい
る路線が多く、定期（通勤・通学）割合が変化している路
線は少数であった。対象路線は、表－2 で挙げた路線活性
化イベントの他にも、さまざまな策を行ってきたが、図－4
のように定期割合の変化はあまりみられなかった。このこ
とから、安定的な利用を見込める定期利用の構成を変化さ
せることは、対象路線にとっては困難であるといえる。し
かし、定期外割合は増減の変化が多いことから、今後利用
者を増やしていくには、定期外利用が鍵となっていくと考
えられる。

外の利用でマイナスとなっている路線が多いことである。
これは通学定期と定期外の利用者が、総利用者の減少に大
きく影響していることを示している。しかし、定期外利用
だけに着目すると、20 年間の比較（図－2）では定期外利
用がプラスとなっている路線が 2 社であるのに対し、ここ
5 年間（図－3）では 7 社に増加した。これは、路線活性化
策が影響していると考えられる。
2.2 路線活性化イベントの実施傾向
対象路線が実施しているイベントを 7 項目に格付けし分
類した（表－2）
。
表－2 路線活性化策の項目別順位とその実例
順位

項目

1位：18社

その他の沿線イベント

2位：15社

食・お酒に関するイベント列車

2位：15社

四季・定例行事に関するイベント列車

4位：14社

観光車両の導入

5位：11社

その他のイベント列車

6位：8社

現場見学ツアー

7位：7社

業務体験ツアー

実例の一部
・鉄道まつり・スタンプラリー
・ウォークイベント・駅舎のライトアップ
・スイーツ列車・おでん列車
・地酒列車・ビール列車
・クリスマス列車・ハロウィン列車
・七夕列車・こたつ列車
・トロッコ列車・蒸気機関車
・ムーミン列車
・紙芝居列車・沿線かたりべ列車
・かかし列車
・車両基地見学・線路を歩こう企画
・転車台見学
・気動車運転体験・線路の保全体験

主催者
鉄道会社
地元団体
○

△

○
○

協力
地元企業 個人・学生
△

△

○

△
△

○
○

△

○
○
［注記］○は全社該当、△は一部の会社で該当

20 社中 19 社でイベントによる路線活性化策を催してい
た。傾向として、車両内でイベントを行っている鉄道会社
が多く、それらのイベントは鉄道会社が主催で、地元企業
や学生が協力しているケースが目立った。これは地元の力
をかりることで、親しみやすさや地域色を出し集客に努め
ていると考えられ、地元と協力して路線活性化イベントに
取り組んでいることがわかった。また、広い客層を取り込
むことのできる項目が上位を占めていた。一方で、こども
や鉄道ファンからの注目が高い現場見学・体験ツアーも 3
～4 割の鉄道会社で催されている。

4.回帰分析でみる沿線人口と利用状況の関連性
利用者状況に対する沿線人口の関連性をみるために回帰
分析をした。
利用者数

Y軸
実数 H25
X軸

3.利用者構成の特徴と変化
利用者構成の特徴と変化をみるため、三角グラフに路線
の利用者データを付置した。図－4 では、対象路線 20 社の
合計の平均値は㉑、
全国の民営鉄道の平均値は㉒で示した。

合計

実数

通勤定期

構成比 H25
定期外

通学定期

通勤定期

定期外

合計

0.52

0.34

0.50

0.65

0.40

0.33

0.26

年少人口

0.53

0.35

0.51

0.65

0.40

0.34

0.25

生産年齢人口

0.52

0.34

0.50

0.64

0.40

0.33

0.26

老年人口

0.56

0.38

0.51

0.68

0.41

0.32

0.27

沿線人口
構成比

通学定期

年少人口

0.37

0.33

0.39

0.32

0.02

0.39

0.25

生産年齢人口

0.31

0.21

0.40

0.31

0.29

0.48

0.02

老年人口

0.38

0.28

0.45

0.39

0.25

0.50

0.04

表－3 回帰分析ででた相関係数一覧

定期外利用者数は、沿線人口と強い相関があることが分
かった（表－3）
。今回は、路線活性化イベントに寄与して
いると考えられる定期外利用について回帰分析で評価した。
1200

松浦鉄道

定期外（千人）

1000
800

平成筑豊鉄道
天竜浜名湖鉄道

600

甘木鉄道

400

200
0
0

200

400

［注記］伊勢鉄道は利用者数データに、同社の路線に乗り入れている
定期外（千人）

JR 線の利用者数も含まれているため除外。
図－4 H5 年（黒点）と H25 年（矢印）の利用者構成比の変化

600
800
沿線人口（千人）

1000

予測値: 定期外（千人）

図－5 沿線人口と定期外利用者数の関係
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1200

1400

図－5 より沿線人口が多ければ、定期外利用者数も多く
なるということがわかる。また、予測値から離れて点在す
る 4 社のうち 3 社（松浦鉄道・平成筑豊鉄道・甘木鉄道）
は他路線に比べて、沿線人口のわりに、定期外利用者が多
いことを示している。

この分析（図－7）から、アイテム名が地形と土地利用の
カテゴリースコアをみると、平野や宅地などの人が住む環
境になるほど、定期外利用者数増加のプラス要因になって
いるという、一般的な傾向がでた。一方、小規模な DID 地
区の点在や歴史的人工資源・接続路線の数などは、プラス
要因にはなっていないことがわかった。DID 地区は人口密
度の規模を表しているため、DID 地区が複数あるからとい
い、鉄道での移動人口にはあまり反映していないと考えら
れる。
次に、各路線の地域特性に対するサンプルスコアを用い
て、分布図を作成して傾向をみた。

5.数量化分析一類でみる定期外利用者数の増加要因
5.1 地域特性が定期外利用者数に及ぼす影響
図－6 は対象路線と全国の DID 地区を示したものである。
対象路線は内陸地を走る路線が多く、人口の密集度が低い
地域を走っている。一部、都市近郊や郊外を走る路線もあ
る。また DID 地区は海に面して形成されている場合が多い。
①由利高原鉄道

②山形鉄道

③会津鉄道

④真岡鐡道

⑤わたらせ渓谷鐡道 ⑥いすみ鉄道
⑦のと鉄道

⑧天竜浜名湖鉄道

⑨明智鉄道

⑩長良川鉄道

⑪伊勢鉄道

⑫信楽高原鐡道

⑬北条鉄道

⑭若桜鉄道

①
②
③

⑦
⑤

④

⑩
⑭
⑬
⑮
⑱

⑨
⑫
⑪

⑰

⑥

⑮錦川鉄道

⑯
⑲

図－8 地域特性を説明変数とおいたサンプルスコアの分布図

図－8 より、45°線より上に分布している 8 路線は、都市
近郊の平野部や既に市街化が進行した地域に位置する路線
が多い。これらの路線は実績値よりも理論（予測）値のほ
うが高くなっており、定期外利用者の増加に対するキャパ
シティはあると考えられるものの、地域資源や都市集積の
高度活用が進んでいないことを示唆している。一方、45°
線より下に分布している 11 路線は地方遠隔地や過疎化が
進行した地域に位置する路線が多い。これらの路線は実績
値よりも理論値のほうが低くなっており、風光明媚な自然
資源や、
伝統工芸が生かされていると路線だと考えられる。

⑧

⑯甘木鉄道

⑰平成筑豊鉄道 ⑱松浦鉄道

⑳

⑲南阿蘇鉄道

⑳くま川鉄道

図－6 20 路線（赤線）と DID 地区(3)の分布

3 章で述べたように、対象路線の活性化には定期外利用
者を増やすことが重要であると考えられるが、本章では、
これに、路線に関する諸条件がどのように寄与しているの
かを知るために、数量化分析一類をおこなった。図－7 で
は、各路線の地域特性（図－7 の 6 アイテム）が、定期外
利用者数の増加に及ぼす影響度合いをみた。なお、以下の
数量化分析も伊勢鉄道は、図－4 同様、除外している。
レンジ

アイテム名

アイテム名

5.2 路線活性化イベントが定期外利用者数に及ぼす影響

レンジ

1.DID地区

0.041

5位 4.自然資源 0.062

4位

2.接続路線

0.218

1位 5.地形

0.195

2位

3.歴史的人工資源

0.037

6位 6.土地利用 0.095

3位

-0.1

-0.1

0.0

0.1

レンジ

4位 5.現場見学

0.047

2位

0.021

0.025

5位

3.食・お酒

0.153

6位 6.業務体験
7.その他の
1位
沿線イベント

0.012

7位

4.その他の
イベント列車

0.044

3位

カテゴリースコアグラフ
-0.2

0.1

アイテム名

0.041

2.四季・定例行事

カテゴリースコア
-0.2

レンジ

アイテム名
1.観光車両

0.2

1.

全くない
1か所通過
2か所以上通過
一方のみ
両端、2路線
3路線以上
0か所
1～2か所
3か所以上
0～1か所
2～3か所
4～5か所
6か所以上
山岳
段丘
丘陵
平野
宅地・田畑・森林
宅地・田畑
都市部・宅地・田畑

⒈

2.

⒉

3.

⒊

4.

⒋

5.

⒌

6.

⒍

7.

図－7 地域特性(4)を説明変数とおいた数量化分析一類
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図－9 路線活性化イベントを説明変数とおいた数量化分析一類
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路線活性化イベント（図－9 の 7 アイテム）が、定期外
利用者数の増加にどう寄与しているのかを評価した。この
分析（図－9）より、3．食・お酒に関するイベント列車の
運行が、定期外利用者数の増加に最も影響していることが
読み取れる。また、カテゴリースコアをみると、無い場合
にマイナス、有る場合にプラスとなっていることから、食・
お酒に関する車内イベントの実施が定期外利用者数増加に
プラスの影響を与えていることがわかった。
このことから、
味覚に注目したイベント列車の運行が、定期外利用者数の
増加につながると考えられる。このようなイベントは、地
域の名産品を使った料理や地酒・スイーツを提供する企画
が多い。この他、7 項目のうち少しでも定期外利用者数の
増加にプラス要因となっているのは、四季・定例行事に関
するイベント列車、その他のイベント列車、その他の沿線
ツアー（表－2 に実施例を記載）の 3 項目であった。この
結果から、
「誰もが楽しめ、かつ実際に車両に乗って楽しむ
イベント」が、定期外利用者の増加に有効であると考えら
れる。
次に、図－8 同様に、サンプルスコアを用いた分布図を
作成した。

6.まとめ
6.1 考察
対象路線では、沿線環境や利用者構成の変化からみて、
利用者を増やすためには、定期外利用者をターゲットにし
た活性化策が寄与すると考えられる。そして、定期外利用
者の増加には、食とお酒に関するイベント列車の運行が効
果的であることが数値的に明らかになった。しかし、ただ
食を提供していれば利用者が増え続けるとは考えにくい。
継続的な利用につなげるためには、地元食材の旬・調理方
法・組み合わせ等の、その地域オリジナルの食文化を列車
内で提供していくことが重要であると思われる。
6.2 今後
都市集積の有効活用や、イベント列車を通じた地元食文
化との接続が重要であると示唆する。また、こうした路線
活性化策を「知ってもらう」ための多様な情報発信を沿線
地域と連携して行っていくことで、継続的な利用や地域の
活性化にもつながると考えられる。
【補注】
(1) 特定地方交通線転換鉄道：鉄道がもつ大量輸送機関としての特性
が発揮できずバスへの転換が妥当であると判断された旅客輸送密
度(1 日 1 キロメートルあたりの平均輸送量)4000 人未満の路線。
なお本研究では、研究対象を第三セクター鉄道に限定している。
(2) 図－2・図－3 の値を求める式
𝑟𝑖 =

𝑖𝑃𝑡0 − 𝑖𝑃𝑡1
|∑(𝑖𝑃𝑡0 − 𝑖𝑃𝑡1 )|

・𝑟𝑖 ：全体の増減値に対する各項目の増減値割合
・赤点は、∑(𝑖𝑃𝑡0 − 𝑖𝑃𝑡1 )：右目盛
・棒グラフは、𝑟𝑖 の構成を示す：左目盛
(3) DID 地区：市町村の区域内で人口密度が 4000 人/㎢以上の基本単位
区が互いに隣接して、人口が 5000 人以上となる地区。
(4) 歴史的人工資源は史跡・地域行事・動物園・社寺・歴史景観等を

図－10 地域特性を説明変数とおいたサンプルスコアの分布図

図－10 より、45°線より上に分布している 10 路線で行っ
ているイベントの特徴は、長良川鉄道を除く 9 路線で、食
に関するイベントを行っていないことであった。その内の
6 路線ではお酒のみの提供、残りの 3 路線では食・お酒に
関するイベント列車を運行していなかった。これらの路線
は、実績値よりも理論値のほうが高くなっているため、お
酒だけや、食の提供がないイベント列車は、定期外利用者
増加に対する効果が低いことを示唆している。一方、45°
線より下に分布している 9 路線中 6 路線では、食とお酒の
両方に関するイベント列車を運行している。これらの路線
は、理論値より実績値のほうが高くなっているため、食と
お酒を両方提供しているイベント列車の運行が、定期外利
用者の増加に効果的であることを示唆している。よって、
定期外利用者の増加には、地域の食材や地酒を車内で提供
するイベント列車の運行が、路線再生につながっていく可
能性があるといえる。

さす。
自然資源は滝・火山性高原・湿原・湖・岩礁等をさす。
(DID 地区・歴史的人工資源・自然資源は、国土数値情報
ダウンロードサービスのデータを使用)
【参考文献・資料】
1) 鉄道の旅、情報館「開業・廃止路線一覧」
http://www2s.biglobe.ne.jp/~t_aoyagi/railway/olddata.htm
2) 国土交通省、鉄道統計年報
(H5 年・H10 年・H15 年・H20 年・H25 年)
http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk6_000032.html
3) 総務省統計局、国勢調査の公表データ
(H7 年・H12 年・H17 年・H22 年・H27 年)
http://www.stat.go.jp/data/index.htm
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走行履歴データを用いたコミュニティサイクル利用者の都心回遊行動の分析

神戸大学海事科学部
谷口 航太郎
神戸大学大学院海事科学研究科 小谷 通泰
神戸大学海事科学部
松元 政唯

本研究では、開業から約半年経過した平成 27 年 10 月
24 日（土曜日）と 25 日（日曜日）の 2 日間の走行履歴デ
ータを使用した。いずれの日も天候は良好であり、休日
であるため、利用目的の多くは観光であると考えられる。
走行履歴データは、利用者ごとに異なる ID 番号が付され
ており、昼間は 3 分間隔で、また夜間は 10 分間隔で位置
情報（緯度・経度）が記録されている。本研究では、元
の観測データから欠損値を含むデータを除外し、利用者
数で 24 日 95 人、25 日 107 人、利用回数（貸し出し・返
却までを 1 回の利用としてカウント)で 24 日 103 回、25
日 116 回を分析対象とした。なお、利用者のうち両日あ
わせて 17 人が、同一日に 2 回利用していた。

1. はじめに
神戸市内では、都心・ウォーターフロントでの来街者
による回遊性の向上を目指して、
「コベリン」と呼ばれ
るコミュニティサイクル事業が平成27 年3 月26 日から
開始された１）。このコミュニティサイクルは、通常のレ
ンタサイクルとは異なり、設置された複数のサイクルポ
ートにおいて、自転車を借用、返却できるシステムであ
る。利用者数は導入後順調に増加しているが、今後のさ
らなる普及を図っていくためには利用者の行動を適切
に把握することが必要である２）-４）。そこで本研究では、
神戸市の「コベリン」を対象として観測された走行履歴
データをもとに、都心部での利用者による回遊行動を分
析することを目的としている。

3. 走行軌跡の空間分布
図 1 は、まず全走行軌跡を神戸市域の地図上にプロット
したものである。図に示すように、走行軌跡はサイクルポ
ートが配置された都心部で著しく集中しており、少数では
あるが広範囲にわたって移動しているものもみられる。
図 2 a)、b)は都心部を拡大して走行軌跡を図示したもの
である。図 a)は移動中、図 b)は停止中の観測点のみをそれ
ぞれ示している。なお、本研究では、2 地点間の移動速度
が時速 1 ㎞以下の観測点を停止中とした。これらの図に示
すように、移動中については、ほぼ道路ネットワークに沿
って観測点が集中して分布している。これに対して停止中

2. コベリンと走行履歴データの概要
神戸市の「コベリン」では、サイクルポートが都心部
の 10 箇所に配置されており、いずれのポートも鉄道駅、
観光スポット、主要施設近辺に位置している。貸し出し
自転車の台数は最大で 70 台で、全て電動自転車となっ
ている。料金は、1 回利用と 1 日利用に分かれている。
前者は、24 時間利用が可能であり、最初の 60 分が 100
円でその後 30 分ごとに 100 円が加算される。後者は、
利用日当日の 24 時まで利用可能であり 500 円となって
いる。

図 1 走行軌跡図（全域・2 日間合計）
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については、観測点が密集する箇所が分散してみられる。
さらに、都心部における走行軌跡の空間分布を視覚的に
わかりやすく示すために、走行軌跡を構成する観測点に関
してカーネル密度推定を行った。図 3 a)、b)は得られた結
果を移動中、停止中の観測点ごとにそれぞれ示したもので
ある。
ここでは、
カーネル密度関数として正規分布を用い、
バンド幅は 50m とした。移動中の観測点からは、密度が高
くなっている道路区間（通行量の多い区間）として、フラ
ワーロード、中央幹線、メリケンロード、タワーロード、
メリケンパークからハーバーランドにかけての経路などが
みられた。また停止中の観測点からは、サイクルポートの
周辺を中心に、旧居留地界隈、メリケンパーク、ハーバー
ランド、北野地区などで観測点の密度が高くなっている地
点（利用者の滞留箇所）がみられた。

a) 移動中

4. 個人別にみた利用特性
(1)利用時間・利用距離
利用開始は午前 10 時台から 14 時台にかけて、利用終了
は午後16 時台から17 時台に集中がみられた。
そして図4、
5 は、利用 1 回あたりの利用時間と利用距離について、頻
度分布と累積分布をそれぞれ示している。図に示すように
1 回あたりの利用時間は、1 時間未満が全体の 35.6％と最
も多く、次いで 4 時間未満で小さなピークがみられた。利
用時間の平均値は 3 時間 6 分であった。利用料金の体系か
ら判断すると、3 時間以内の利用者が全体のほぼ約半数を
占めており、これらの利用者には一回利用の方が、残る半
数の利用者には 1 日利用の方が、料金が安価となることが
推測される。また、利用距離は距離が長くなるにつれて頻
度は減少しており、1 回あたりの利用距離は 5km 未満が全
体の 52.9％を占め、平均値は 7.3km であった。

1,000m

b) 停止中

図 2 移動中・停止中の走行軌跡図（都心部）

a) 移動中

b) 停止中

図 3 走行軌跡のカーネル密度推定（都心部）
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(2)貸出・返却ポート
10 箇所のサイクルポート中で最も利用台数（貸出・返
却台数）が多いのが三宮駅前で、次いで元町駅前、ハー
バーランドであり、これら 3 ポートで全体の 66％を占め
ていた。利用開始と終了ポートの組み合わせは計 59 通り
みられ、組み合わせとしては三宮駅前発着が最も多く、
次いで元町駅前発・着、ハーバーランド発・着、三宮駅
前発・元町駅前着などであった。
(3)移動・停止時間の構成
走行履歴データでは、停止ごとにその目的は不明であ
る。こうした停止の中には、信号待ちのような短時間の
停止も含まれる。そこで、本研究では、10 分間以上の停
止の場合、利用者は何らかの目的をもってその地点に滞
留したものと仮定した。

このとき、利用 1 回あたりの平均停止回数数は 1.9 回で
あった。また、停止中の時間が利用時間に占める比率は
61.5％であり、移動中の時間を上回っている。さらに、停
止時間別（ただし、10 分間以上）の発生回数を示したのが
図 6 であり、これより全体の 60%を 30 分未満 10 分以上の
停止が占めている。
5. 道路区間別の通行台数と停止場所の空間分布
(1) 道路区間の通行台数
図 7 は、移動中の観測点のデータをもとに GIS のバッフ
ァ検索機能を用いて、道路区間ごとに通行台数を概算した
結果を示したものである。移動中の観測点は、必ずしも道
路リンク上に正確に位置しているわけではなく、道路中心
線を境として両側に分散している。そこで、ここでは、バ
ッファを道路の中心線を挟んで両側 20ｍずつ設定し、この
バッファ内に含まれる観測点の ID の数を（同一の ID は一
つとして）算出した。これによると、フラワーロードで通
行台数が最も多く、2 日間計で 102 台が走行しており、次
いで中央幹線、メリケンロードがそれぞれ 86 台、84 台と
多くなっていた。さらに、メリケンパーク内や、北野方面
へのルート上でも通行台数が多くなっていた。
(2) 停止場所の空間分布
図 8 は、停止場所を、停止時間とともに図示したもので
ある。上述のように、停止場所は、停止時間が 10 分以上の
場所であり、図中では停止時間が長いほど円の大きさを大
きくしている。これをみると、サイクルポートの周辺、旧
居留地、ハーバーランドやメリケンパーク付近に円が多く
みられた。そして、ハーバーランドやメリケンパーク付近
では大きい円もみられ、比較的長時間停止していることが
わかる。

図 4 利用時間の頻度分布と累積分布
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図 5 利用距離の頻度分布と累積分布

図 6 停止時間別の停止の発生回数

図 7 バッファ検索による主要道路区間の通行台数の算出
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図 9 ストップ数別の平均利用時間・利用距離

図 8 停止場所と停止時間の空間分布（両日合計）
6. トリップチェインの類型化
貸出・返却ポートをホーム、停止場所をストップと考
え、利用者の行動をトリップチェインとして分類した。
表 1 は、トリップチェインの形態別にその頻度を示して
いる。ここでは、ストップ数（停止回数）
、および利用開
始・終了ポートが一致するか否かによって、形態を分類
している。これによるとストップ数が多いほどは発生頻
度が少なくなり、全体の約 1/3 はストップ数 0 回の 2 地
点（ポート）間での直接移動である。また、利用開始と
終了ポートが異なるものは全体の 58.2％を占めており、
コミュニティサイクルの機能を発揮していると言える。
ストップ数が 0 回の時は貸出ポートと返却ポートが異な
る場合が圧倒的に多く、
1 回では両者が一致する場合が増
え、2 回以上では同程度となる。
また図 9 は、ストップ数ごとに平均の利用距離と利用時
間を示したものであり、ストップ数が多くなるにつれてい
ずれも長くなっている。さらに、図 10 は、貸出・返却ポー
トが一致するか否かによる、平均の利用距離と利用時間を
示している。貸出ポートと返却ポートが同一の場合には、
目的地との往復利用となるため、異なる場合よりも平均の
利用時間・距離ともに長くなっている。距離は約 1.5 倍、
時間は約 1.8 倍であった。

図 10 貸出・返却ポートが同一か否かによる
平均利用距離・利用時間
7. 今後の課題
本研究では、
走行速度 1.0km/h 以下の場合に停止してい
ると判断し、
継続して 10 分以上停止している場所をストッ
プと仮定したが、こうした仮定の妥当性を検討することが
必要である。また、引き続きトリップチェインの形成メカ
ニズムを明らかにし、利用者による回遊行動のモデル化を
図っていきたい。最後に、本研究で用いた走行履歴データ
は、サイカパーキング㈱、神戸市より提供を受けた。感謝
の意を表する次第である。
＜参考文献＞
1) 「コベリン」ホームページ : http://www.kobelin.jp

表 1 トリップチェインの形態別にみた頻度

2) 窪田諭・市川尚・阿部昭博・大田香織 : 自転車による GPS デ
ータを用いたまちづくり支援システムの基礎検討,情報処理学
会研究報告,2011
3) 中山明子・西田純二・上善恒雄: GPS ロガーによる自転車を利
用した観光パターンの分析と観光整備に関する考察,土木計画
学研究発表会・講演集,Vol.41,No.395
4) 丸山翔大、松田真宣、長谷川裕修、有村幹治 : データマイニ
ングアプローチによるコミュニティサイクル利用動態の抽出,
土木学会論文集 D3(土木計学),Vol.70,No.5,pp.671-680,2014
5) SIS 操作マニュアル : カーネル密度推定
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中心市街地活性化との関連に見る歴史的風致維持向上計画の運用実態に関する研究
京都大学大学院工学研究科
京都大学大学院工学研究科
1. はじめに
1.1 研究の背景と目的
2008 年の歴史まちづくり法の制定を契機として，各都
市独自の歴史的風致を活かす取り組みが全国で進められて
いる．歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画
（以降，歴まち計画）は，都市独自の歴史的風致を維持向
上して，個性豊かな地域社会の実現や文化の向上に寄与す
ることを目標としている1)．一方，都市の更なる発展のた
めに様々な計画が策定され，それに伴う事業が実施されて
いる．2006 年に改正されたまちづくり三法に基づく法定
計画である中心市街地活性化基本計画（以降，中活計画）
もその一つであり，都市の中心市街地を活性化し，賑わい
を取り戻そうとする目的を持つ都市政策である．
これら 2 つの計画は，方針や目標を定めた上で，計画区
域内で各種整備やプログラムの実施などの事業を行い，都
市空間の改善を目指すという枠組みが共通している．その
ため，例えば旧城下町など，歴まち計画が対象とする計画
区域が現在の中心市街地に相当する都市では，異なる目標
を持つ整備がほぼ同じ区域内で実施されるため，歴史まち
づくりの観点から計画間の相違が課題となる可能性がある．
また歴まち計画は歴史的風致の維持向上を目的に事業を位
置付けるのに対し，中活計画は都市の賑わいや経済発展を
目的に事業を位置付けることから，計画に位置付ける事業
の選定や事業間の連携といった点についても考慮する必要
がある．すなわち，各都市の歴史性を損なうことなく両計
画を実現するために，各計画の立案や事業の位置付け方，
事業推進における運用の手法を評価する必要がある．
そこで本研究では歴史的風致維持向上計画と中心市街地
活性化基本計画の両方を策定している都市に関して，計画
に位置付けられた事業に対する歴史性の担保という観点か
ら両計画の関連と運用状況を考察することを目的とする．
具体的には，計画書の記載内容のうち計画区域と事業内容
に着目して両計画間の関連について指標化を行い，指標の
分布から各都市の取り組みを相対的に比較，考察する．次
に各都市に対して，計画策定・事業推進・計画評価の各段
階，および計画全般の効果と課題に着目したアンケート調
査を行い，立案や運用の具体的内容を明らかにするととも
に，前述の指標に基づく都市の考察について検証を行う．
1.2 研究の位置付け
本研究に関連する先行研究として，歴まち計画に関して
は，計画の現状や課題に関する研究2)や，歴史的資源の位
置付けに対する研究3)がある．また中活計画に関しては，
目標やその評価指標に関する研究4)や，目標指標の設定に
関する研究5)がある．これらは，計画単体についての現状
把握が主であり，相互の関連性については特に言及されて
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いない．本研究では，両計画の計画区域や事業内容の重な
りを定量評価し，計画策定時や事業推進時の連絡調整など
による連携や，効果・課題などを分析する点に特徴がある．
2. 調査対象と方法
2.1 調査対象
2016 年 9 月末時点で，歴まち計画は全国 56 都市で認定，
中活計画は 137 都市で認定されている．本研究で調査対象
とする両計画の認定を受けた都市は 19 都市となった．
2.2 調査方法
2.2.1 計画書の内容分析
各認定都市がウェブサイトに掲載している 2016 年 9 月
末時点の最新版の計画書をダウンロードして取得した．ウ
ェブサイト上に計画書が掲載されていなかった都市につい
ては，担当部局に問合せて取り寄せを行った．表-1 に都
市ごとの両計画の計画名と発行年を示す．歴まち計画に関
しては，調査時点で第 2 期計画を運用している都市は見ら
れなかったが，中活計画に関しては，第 1 期計画を終了し
第 2 期計画を運用している都市もあった．本研究では直近
の計画間の関連を見るため，第 2 期中活計画を策定してい
る都市については，第 2 期の内容を分析対象とした．
分析としては，計画書に記載されている両計画の計画区
域（歴まち計画では重点区域に相当）と事業内容について
整理を行った．計画区域の分析については，オープンソー
スソフトウェアの QGIS を使用して両計画の計画区域を描
画し，計画区域が重複する「交差区域」を算出した．なお
使用する歴まち計画の計画区域は，全て「中活計画が対象
とする市街地に位置する重点区域」とした．すなわち，中
活計画の計画区域と重なりのない重点区域は対象外とした．
その後，各都市で比較検討するために，(1)式を用いて
「計画区域の重なり度 AO」について指標化した．
𝐴𝑂 =

(交差区域の面積)
(歴まち計画重点区域の公開面積)

× 100(%)

(1)

事業内容の分析について，まず両計画に位置付けられた
事業の「整備主体」
，
「支援措置」
，
「事業期間」
，
「概要」を
リスト化して，都市ごとに整理を行った．歴まち計画につ
いては，計画書内の「歴史的風致維持向上施設の整備又は
管理に関する事項」に記載の事業を対象とし，中活計画に
ついては，
「土地区画整理事業，市街地再開発事業，道路，
公園，駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市
街地の整備改善のための事業に関する事項」
，
「都市福利施
設を整備する事業に関する事項」
，
「公営住宅等を整備する
事業，中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給の

この事業内容の重なり度 PO については，PO が小さく
なるにつれ，中活計画の事業において歴史性を考慮する度
合いが少なくなるとともに，事業の推進段階で調整の機会
が少なくなる．つまり，両計画における事業が独立に推
進・運用される可能性が高いと推測できる．ただし，計画
策定時の調整の有無については別途判断する必要がある．
2.2.2 アンケート調査の分析
アンケート調査については，各都市の歴まち計画の問合
せ先（事務局）に対して，電話にて調査説明を行った上で
調査票を送付した．回答項目については表-2 のように設
定した．送付日は 2016 年 12 月 26，27 日で，回答期限は
2017 年 1 月 11 日とし，19 都市中 15 都市から回答を得た．

表-1 対象都市における計画名と発行年
都市名

計画名（上：歴まち計画，下：中活計画）

発行年

弘前市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

弘前市中心市街地活性化基本計画

2016 年4 月

鶴岡市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

鶴岡市中心市街地活性化基本計画

2012 年3 月

白河市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

第2 期白河市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月

水戸市歴史的風致維持向上計画

2013 年3 月

水戸市中心市街地活性化基本計画

2016 年7 月

川越市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

川越市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月

高岡市歴史まちづくり計画

2016 年3 月

第2 期高岡市中心市街地活性化基本計画

2015 年7 月

金沢市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

金沢市中心市街地活性化基本計画

2016 年7 月

長野市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

第二期長野市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月

岐阜市歴史的風致維持向上計画

2016 年3 月

2 期岐阜市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月

高山市歴史的風致維持向上計画

2015 年3 月

高山市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月

名古屋市歴史的風致維持向上計画

2014 年3 月

名古屋市中心市街地活性化基本計画

2010 年11 月

三重県伊賀市

伊賀市歴史的風致維持向上計画
伊賀市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月
2014 年3 月

滋賀県長浜市

長浜市歴史的風致維持向上計画
長浜市中心市街地活性化基本計画

2016 年3 月
2016 年7 月

堺市歴史的風致維持向上計画
堺市中心市街地活性化基本計画

2013 年3 月
2015 年4 月

奈良市歴史的風致維持向上計画
奈良市中心市街地活性化基本計画

2015 年2 月
2013 年11 月

青森県弘前市
山形県鶴岡市
福島県白河市
茨城県水戸市
埼玉県川越市
富山県高岡市
石川県金沢市
長野県長野市
岐阜県岐阜市
岐阜県高山市
愛知県名古屋市

表-2 アンケート項目の詳細
他方の計画担当部局との協議や計画内容の調整などの有無
1.計画の策定段階

(①で有と回答した都市について）その仕組みや進め方，調
整事項に関する具体的内容
両計画間で共通性を有する事業に対する考えや意図

2.事業の推進段階

歴まち計画の重点区域内で行われる，中活計画にのみ位置付
けられた事業に対して，歴史性や周辺の歴史的取り組みとの
一貫性を担保する仕組みや工夫，事例

3.計画の評価段階
4.計画全般の
効果と課題

両計画の評価項目の違いがもたらすメリットやデメリット
歴まち計画を中活計画と並行に運用するにあたっての，全般
的な効果や今後の課題

3. 分析結果と考察
3.1 計画書の分析結果
奈良県奈良市
計画区域の重なり度 AO について，値の範囲は 0％から
松江市歴史的風致維持向上計画
2016 年3 月
島根県松江市
100％となり，全
19 都市の平均は 36％となった．100％と
2 期 松江市 中心市街地活性化基本計画
2015 年11 月
なった長浜市について両計画書に記載の計画区域設定理由
津山市歴史的風致維持向上計画
2014 年12 月
岡山県津山市
津山市中心市街地活性化基本計画
2016 年3 月
に着目すると，歴まち計画の重点区域では豊臣秀吉が築い
山鹿市歴史的風致維持向上計画
2015 年3 月
熊本県山鹿市
たとされる城下町の区域を考慮していたのに対して，中活
山鹿市中心市街地活性化基本計画
2013 年3 月
計画の計画区域では江戸時代の城下町の区域，つまり秀吉
竹田市歴史的風致維持向上計画
2014 年4 月
大分県竹田市
竹田市中心市街地活性化基本計画
2016 年3 月
の時代からより拡大した区域を考慮していた．そのため中
活計画の計画区域が歴まち計画の計画区域を包含している．
ための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上 一方，0%となった岐阜市については，計画区域の重なり
のための事業等に関する事項」
，
「中小小売商業高度化事業， がない理由を計画書から十分に読み取ることができなかっ
特定商業施設等整備事業，民間中心市街地商業活性化事業， た．重なりを持たないものの両計画の計画区域が接してい
中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の ることから，何らかの意図が存在していると考えられる．
向上のための事業及び措置に関する事項」
，
「4 から 7 まで
事業内容の重なり度 PO について，値の範囲は 0％から
に掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事 62％となり，全 19 都市の平均は 28％となった．0％とな
項」に記載の事業を対象とした．
った鶴岡市は計画区域に重なりを有していることから，計
その後，都市ごとの事業内容の関連について整理し，共 画段階の調整により事業を分担したことが推測できる．
通性を有する事業と有しない事業とに区分した．共通性を
さらに，都市ごとの AO と PO の関連を図-1 に示す．長
有する事業としては，事業内容が同一であるもの，一方の 浜市や白河市などの大きく外れた都市を除けば，これらに
事業内容が他方の事業内容を包含しているもの，事業区 はある程度右肩上がりの比例関係があることが見受けられ
域・場所が共通するものという 3 つの区分を想定した．計 る．このような比例関係を前提とすれば，2 つの指標の関
画区域と同様に各都市で比較検討するため，(2)式を用い 連について以下の 2 点が推測できる．まず，区域の重なり
て「事業の重なり度 PO」について指標化を行った．
が大きくなるほど，場所に固有の歴史資源や文化施設等に
関する整備を実施できる区域が広くなり，同時に事業内容
(共通性を有する歴まち計画の事業数)
の重なりが大きくなるほど，そのような整備の数が増加す
𝑃𝑂 =
× 100(%) (2)
(歴まち計画の当該区域内の全事業数)
ることになる．すなわち，計画区域の重なり度 AO と事業
内容の重なり度 PO が同じように大きくなるほど，中活計
大阪府堺市
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100

事業内容の重なり度PO (%)

会議において，中心市街地での課題についての検討」など
90
の回答が見受けられた．区域設定は計画区域の調整や計画
上特別な地区について検討をすることであり，
「特別用途
80
地区の設定」などの回答が見られた．
70
・両計画間で共通性を有する事業に対する考えや意図
白河市
60
山鹿市
15 都市すべての回答が有効であると判断できた．この
50
松江市
設問については，
「一方の計画を進めることが，他方の計
弘前市
竹田市
40
伊賀市
画の向上に寄与する」と回答した都市が
2 都市見受けられ
金沢市
川越市
堺市
30
た．さらに「中活計画においての歴史性の説得力が強くな
奈良市
津山市
高岡市
長浜市
20
る」という回答もあった．これは，該当する事業を両計画
水戸市
高山市
長野市
に位置付けることにより，中心市街地の活性化においても
10
岐阜市
名古屋市
鶴岡市
歴史的取り組みを強く推進している確証になり，中心市街
0
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地活性化に歴史性を取り込む方法が理想的に運用されてい
計画区域の重なり度AO (%)
ると考えられる．
図-1 計画区域と事業内容の両計画間での重なり度合いの対応
3.2.2 計画の推進段階
13 都市の回答が有効であると判断できた．歴まち計画
画で歴史性を深く考慮していると考えられる．
の重点区域内で行われる，中活計画にのみ位置付けられた
さらに，事業内容に多くの重なりがあるにも関わらず計 事業に対して，歴史性や周辺の歴史的取り組みとの一貫性
画区域の重なりが限られる場合，特定の箇所を対象とする を担保する仕組みや工夫，事例について，大きく 2 種類の
事業ではなく，区域全体や市内全体を対象とする事業が主 回答が見受けられた．
「中活計画の推進に歴まち計画の担
になると言える．すなわち，計画区域の重なり度 AO が小 当が部分的に参加する」もの，
「景観計画や景観条例によ
さい場合，事業内容の重なり度 PO が大きくなるほど，共 る歴史性への配慮を促す」ものである．
通性を有する事業のうち，案内板等の広域的整備やプログ
前者を回答した都市には，中心市街地活性化協議会の委
ラムの実施などの場所に依存しない事業の占める割合が高 員に歴まち計画の担当部局の課長が選定されており，さら
くなると考えられる．
に歴まち計画の主管課の一つに中活計画の担当部局が位置
3.2 アンケート回答の分析結果
付けられているという体制を取る都市があった．計画推進
回答を得た 15 都市のアンケート分析結果を示す．なお， を相互に管理する体制を取り，歴史性と経済性の折り合い
以下の「」内は記載された回答を要約したものである．
を保つ工夫であると考えられる．後者を回答した都市には，
3.2.1 計画の策定段階
景観計画による景観重要形成区域を重点区域内に設け，景
・計画担当部局との協議や計画内容の調整などの有無
観を損なう活動を規制する仕組みを有する都市があった．
他方の計画担当部局との調整機会が用意されていたと回
一方，
「該当なし」との回答も 2 都市に見受けられた．
答した都市は，15 都市中 12 都市だった．残りの 3 都市中 これらは，そもそも計画区域に重なりがないため，また重
の 2 都市は，両計画の計画期間に重なりがなかったため， 点区域内で行われる全ての事業を歴まち計画に位置付けた
調整の機会を設けることができなかったと考えられる．
ためであったと考えられる．
・協議・調整の仕組みや進め方，それらの具体的内容
3.2.3 計画の評価段階
調整があると回答した 12 都市について，調整の仕組み
14 都市の回答が有効であると判断できた．両計画の評
や進め方は大きく 3 つに分けることができた．1 つ目は， 価項目の違いがもたらすメリットとデメリットについて，
関係課長等で構成される庁内会議である（12 都市中 8 都 「特になし」という回答が最も多く 6 都市に見られた．当
市）
．両計画間での調整はこの体制が主流であると考えら 初の予想に反して，複数評価をデメリットと感じる都市は
れる．2 つ目は，担当部局間での協議という体制である 少なかった．メリットについては，
「多面的評価が得られ
（12 都市中 3 都市）
．3 つ目は，担当課の個人同士の協議 る」との回答が最も多く 3 都市に見られた．事業の質の向
という体制である（12 都市中 1 都市）
．
上が期待できるとの意図がうかがえる．デメリットについ
また調整事項に関する具体的内容は，事業選定，方針確 ては，
「事業成果を総体的に把握しづらい」という回答や，
認，課題検討，区域設定の大きく 4 つに区分することがで 「単一計画事業より複数要件を満たす必要がある」という
きた．方針確認とは計画の目標を達成するために設定した 回答が見受けられた．
様々な方針を確認することであり，
「中心市街地区域内で 3.2.4 計画全般の効果と課題
事業を行う事業課等との調整会議で，中心市街地の活性化
14 都市の回答を有効であると判断できた．歴まち計画
に向けた方針等の協議」などの回答が見受けられた．課題 を中活計画と並行して運用するにあたっての全般的な効果
検討とは計画運用の中で予想される課題について検討を重 について，
「多面的評価，効果」
，
「進捗の向上」
，
「事業の
ねることであり，
「全庁的な情報共有の場である政策調整 質の向上」といった回答が見受けられた．他にも，
「歴史
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まちづくりが都市の活性化に繋がると市民に示すことがで
き，理解や支援の促進につながる」といった回答も見受け
られた．つまり，経済発展という明白な目標を持つ計画と
並行して運用することで，歴まち計画単体では得られにく
い市民からの歴史性への理解や関心を得られやすくなるこ
とであり，理想的な効果であると考えられる．
両計画を並行して運用するにあたっての今後の課題につ
いて，
「一つの事業に対しての複数の事業説明の必要性」
，
「両計画間の連携性の向上」
，
「歴史的取り組みと経済活動
との両立」といった回答が見受けられた．今後これらの課
題の解決が，両計画の目指す都市の発展には不可欠である．
3.3 指標化に基づく都市比較の検証
計画区域面積と事業内容の共通性から，計画の運用につ
いて判断可能な事項について，ここでは 2.2.1 項の「事業
内容の重なり度 PO が小さい都市では，両計画における事
業が独立に推進・運用される」という推測の妥当性を，図
-1 およびアンケートの回答結果から検証する．
事業内容の重なり度 PO が 10％以下の都市を抽出する
と，鶴岡市，岐阜市，名古屋市の 3 都市となる．このうち
回答が得られた 2 都市 A, B に着目すると，まず都市 A に
は計画策定時に調整の機会が無い．これは回答が得られた
15 都市中 3 都市のみに見られる特徴である．さらに両計
画期間に重複がなく，運用時に調整を行うことができない．
また都市 B では歴まち計画と中活計画の計画区域に重な
りが無いように設定されており，運用時に調整の機会が生
じない．よって回答を得た 2 都市については，両計画の事
業が独立に推進・運用されていると考えることができる．
検証都市をより多くするために，PO が 20％以下の都市
を抽出すると，先ほどの 3 都市に新たに 2 都市が追加され
る．この 2 都市はいずれも計画策定時に計画間の調整を実
施している．さらに一方の都市では，歴まち計画の重点区
域内で中活計画にのみ位置付けられた事業に関して，歴史
的取り組みを行っている文化財部局と必要に応じて随時協
議の場を催すなど，運用時に調整が行われている．よって，
この 2 都市について両計画が独立に運用されていると判断
することは難しい．
したがって，計画区域面積と事業内容の共通性から，計
画の運用について判断可能な事項について，事業内容の重
なり度 PO が小さい都市では，両計画における事業が独立
に推進・運用されるという推測の条件として，事業内容の
重なり度 PO が 10％以下という結果が得られた．
4. 研究の総括
本研究では，歴史的風致維持向上計画と中心活性化基本
計画の両者を策定した 19 都市について，計画書の計画区
域と事業内容に着目した指標化を行い，散布図をもとに各
都市の計画運用に関する事項について考察を行うとともに，
アンケート調査により計画策定・計画推進・計画評価の段
階，計画全般の効果や課題について考察を行った．具体の
成果は以下の通りである．
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・各都市の両計画の計画区域の重なり度について，0 から
100％の値となった．100％の長浜市では，計画区域設定
の根拠となる時代の差異が反映された結果であった．
・計画書より判断される計画運用に関する事項について，
事業内容の重なり度 PO が 10％以下の都市では，両計
画の事業が独立に推進・運用されることが示唆された．
・15 都市中 12 都市が計画策定時に他方の計画担当部局と
調整を有し，その体制は庁内会議や部局間協議，担当者
個人間の協議に大別できた．調整内容については，事業
選定，方針確認，課題検討，区域設定の 4 つに区分でき
た．両計画間で共通性を有する事業に対して中活計画に
おいての歴史性の説得力が強くなる意図も見受けられた．
・歴まち計画の重点区域内で行われる中活計画にのみ位置
付けられた事業に対して，歴史性や周辺の歴史的取り組
みとの一貫性を担保する仕組みや工夫については，中活
計画の推進に歴まち計画の担当が部分的に参加するとい
う体制と，景観計画や景観条例により歴史性への配慮を
促すという体制の 2 つに大別できた．これらの仕組みは
両立可能であると判断できる．
・両計画の評価項目の違いがもたらすデメリットとしては，
相対的な事業成果の把握の難しさや，単一計画より多く
の要件を満たす必要性という回答が見受けられた．また
メリットとしては多面的評価の獲得という回答がられた．
・両計画を並行に進めるにあたっての全般的な効果として，
多面的評価の獲得，進捗や事業の質の向上，中活計画内
での歴史性の向上などが見受けられた．今後の課題とし
ては，複数の事業説明の必要性，両計画間の連携性の向
上，経済活動との両立などが見受けられた．
本研究では中活計画について，第 1 期計画を運用してい
た都市についても第 2 期計画のみを対象として分析を行っ
た．今後は第 1 期計画についても整理を行い，歴まち計画
との関連性を両期ともに整理し，相違等を比較する必要が
あると考えられる．
謝辞：アンケート調査にご協力いただきました歴史的風致
維持向上計画と中心市街地活性化基本計画の御担当の皆様
に厚く御礼申し上げます．
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重要文化的景観選定地区における歴史的建造物の保全に関する研究
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1．背景・目的
歴史的建造物 (1)は、主に文化財保護法に基づく有形文化
財指定や重要伝統的建造物群保存地区選定により、国や自
治体によって保存が進められた。これらの制度において歴
史的建造物は、主に歴史的価値あるいは建築的価値に基づ
いて評価が行わる。しかし地域の人々の暮らしや伝統など
の地域の無形要素との関係から評価される建物は保存が困
難であると考えられる。
2004 年の文化財保護法改正により新たな文化財として
位置づけられた文化的景観は、有形と無形要素を相互の有
機的な関係から評価する、従来の文化財保護体系とは大き
く異なるものである。文化的景観保護制度(以下、文景保護
制度という)では文化的景観を構成する各要素のうち特に
重要なものを、文化的景観を構成する重要な構成要素(以下、
重要な構成要素という)と位置付けることで、その現状変更
の際に所有者に文化庁への届出義務を課しているほか、国
庫補助を活用した修景事業の実施によって保全を図ること
ができる。重要な構成要素には棚田や水路、道路などがあ
る。また今成ら 1)が指摘するように、重要な構成要素の現
状変更に関する届出の多くは建築物に関するものであり、
多くの重要文化的景観選定地区(以下、重文景選定地区とい
う)で建造物も重要な構成要素として保全対象となってい
る。このことから文景保護制度を活用することで、有形文
化財指定や重要伝統的建造物群保存地区選定で保存・保全
の対象となっていなかった歴史的建造物が新たに保全対象
となっている可能性があるが、既往研究にはそのような事
例を体系的に整理したものはない。また、文景保護制度で
は景観法や都市計画法などを活用することで新築の建物へ
の規制はある程度機能するが、町家など既存の建物につい
て所有者が維持できなくなった場合にその取り壊しを法的
に規制することは困難であることが指摘されている 2)。し
かし、その実態について明らかにされていない。
そこで本研究では、都市部の重要文化的景観(以下、重文
景という)において文景保護制度により歴史的建造物が保
全対象となっている事例を体系的に把握すること、および
重文景への選定前後において、文景保護制度で保全対象と

なっている歴史的建造物とそれ以外の歴史的建造物の件数
変化を把握し、
その課題を明らかにすることを目的とする。
2．研究方法
2.1 対象地の抽出
文景保護制度運用開始当初は棚田などの農山村景観が多
く選ばれていた。しかし、人々の都市部の文化的景観への
関心の高まりを受け 3)、2009 年に宇治の文化的景観が重文
景に選定されて以降、都市部での重文景への選定事例が 6
件みられる。このような都市部では開発圧力が高いために
建替えによる歴史的建造物の滅失が懸念される。
全国の重文景 51 地区(2017 年 2 月現在)のうち、
「重文景
選定地区(拡大予定地区は除く)の全域または一部が2010 年
度国勢調査により人口集中地区(DID)に指定されている」か
つ「歴史的建造物が重要な構成要素として文化的景観保存
計画に記載されている」という 2 つの条件に該当する宇治
市・金沢市・別府市・岐阜市を都市型重文景と位置づけ、
本研究の対象地とした (2)。
2.2．調査方法
上記 4 市の文化的景観保存計画から、重要な構成要素に
含まれる歴史的建造物(以下、重要建造物という)の件数を
把握した。
また 4 市のうち最も選定時期が古い宇治市を対象に、選
定前後の地区内の歴史的建造物の件数の変化や修理・修景

表１ 宇治市調査概要
調査方法

日時

現地調査

2016年12月6日

担当部署

ヒアリング 2016年12月15日(直接対面) 宇治市歴史まち
調査
2017年1月16日(電話調査) づくり推進課

図１ 宇治市現地調査概要
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川端 将貴
松本 邦彦
澤木 昌典

表 2 重文景選定以前の自治体の取組み
宇治市

金沢市

別府市

岐阜市
・都市景観条例(現景観条例)策定(1995)

・平等院鳳凰堂等世界遺産登録(1994)
・文化的景観選定推進事業開始(2007)
・景観条例策定(2002)
・都市景観形成基本計画策定(2003)
・まちづくり景観条例施行(2008)
・重要文化的景観選定(2009)
・歴史的風致維持向上計画認定(2012)

・伝統環境保存条例策定(1968)

・景観アドバイザー制度導入(1996)

・景観条例策定(1988)

・都市景観基本計画策定(1998)

・こまちなみ保存条例策定(1994)

・都市形成市民団体認定制度開始(1998)
・総合計画策定(2003)

・金沢世界都市構想策定(1995)
・新基本計画策定(1996)

・景観条例制定(2008)

・城下町金沢の文化遺産群と

・湯けむり景観保存管理のための
専門調査報告書作成(2008)

文化的景観作成(2006)
・文化的景観選定推進事業開始(2007)

・重要文化的景観選定(2012)

・魅力アップ!
鵜飼文化再発見事業開始(2005)
・金華山区域景観形成
ガイドライン策定(2007)

・景観総合計画策定(2009)

・景観基本計画策定(2007)

・歴史文化基本構想策定(2009)

・文化的景観選定推進事業開始(2007)

・歴史的風致維持向上計画認定(2009)

・長良川流域形成ガイドライン策定(2008)

・重要文化的景観選定(2010)

・ぎふ景観まちづくりファンド開始(2008)
・重要文化的景観選定(2013)

表 3 重要建造物の件数

表 4 重要建造物への他の制度による重複状況
表 5 宇治市の重要建造物

(※印は重複がみられるもの、下線は市が指定する制度)
金沢市(N=12)

の修理・修景事業実施数
事業実施数
国庫補助制度

5

景観形成助成制度

1

別府市(N=1)

岐阜市(N=5)

・重要文化財(1)※
・県指定文化財(3)※
・登録有形文化財(4)※
・歴史的風致
形成建造物(5)※
・指定保存建造物(5)※

の実施状況を把握するため、2016 年 12 月に現地調査と自
治体へのヒアリング調査を行った (表 1、図 1)。ヒアリン
グ調査の主な内容は、重要建造物の特定過程や件数変化、
修理・修景事業の実施状況のほか、今後の保全方針につい
てである。

・登録有形文化財(4)※
・登録有形文化財(1)

・都市景観重要建造物(1)
※
・景観重要建造物(1)

・旧新町こまちなみ
保存建造物(4)※

3) 別府市
4 市の中で唯一、景観法施行後に景観条例を定めている
(表 2)。また、従来の文化財保護体系で文化財にできなかっ
3．対象 4 地区の文化的景観
た、温泉地に由来する湯けむりのある景観を評価するため
3.1 選定前の自治体の取組みと文景制度の位置づけ
に文景保護制度に着目した 6)。
1) 宇治市
4) 岐阜市
宇治では茶業の発達により、
現在の JR 宇治駅南側に 3 本
1995 年に策定した景観条例に基づき、都市景観上重要な
の通りに囲まれた三角状の伝統的街区を中心に茶の加工・ 建築物の保存を目的とした「都市景観重要建築物等指定制
販売などを行う建物が集積し、茶業に関連する町並みが形 度」を 1998 年に創設した。なお景観法施行後は、
「景観重
成されてきた。一方で、1994 年の平等院鳳凰堂の世界遺産 要建造物指定制度」に移行している。また、鵜飼文化の世
登録直後の高層マンション建設を契機に景観への意識が高 界遺産登録を目指して、2005 年に「魅力アップ！鵜飼文化
まり、景観法施行前の 2002 年に景観条例を策定した(表 2)。 再発見事業」を開始した。2004 年には「金華山・長良川ま
その後、茶業に関する歴史的町並みや伝統文化の継承のた るごと博物館構想」を策定し、景観や歴史的資源など地域
め、文景保護制度に着目し、2009 年に都市部においてはじ の観光資源を活用したまちづくりを行っており、それらの
めて重文景に選定された 4)。
地域資源の保全を目的に文景保護制度を活用している(表
2) 金沢市
2) 7)。
4 市で最も早い 1968 年に伝統環境保存条例(現景観条例)
以上の 1)～4)より、宇治市と別府市は、文景観保護制度
を策定し、景観形成上重要な建造物の保存を目的とした市 を従来の制度で評価されなかった地域資産を新たに評価す
独自の「指定保存対象物制度」を 1983 年に創設した。1994 るために活用している(タイプⅠとする)のに対し、金沢市
年にはこまちなみ保存条例を策定し「旧新町こまちなみ保 と岐阜市では、既に行われている景観施策や文保施策をよ
存建造物」の指定を行うなど歴史的建保全に関する独自制 り一体的に運用するために用いている(タイプⅡとする)。
度を実施してきた(表 2)。また、2006 年に策定した「金沢世 3.2 文景制度における歴史的建造物の位置づけ
界都市構想第 2 次基本計画」に基づき、
「金沢らしさを生み
文化的景観保存計画の分析の結果、4 市の重文景選定地
出す固有の資産」を継承するための様々な事業を行ってお 区ではいずれも重要建造物がみられる(表 3)。タイプⅠでは
り、その一環として文景保護制度を活用している 5)。
全 26 件の重要建造物のうち別府市の 1 件を除いてすべて
の重要建造物が文景保護制度で保全対象となっているのに
対し、タイプⅡでは多くの重要建造物が既存制度で保全対
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懸念しており、景観に対する歴史的建造物の
所有者の意識醸成を文化的景観保全におけ
る今後の課題としている。
4.2.2 重要建造物の滅失過程
4.2.1 で述べたように、滅失した歴史的建
造物のうち 1 件が重要建造物であった。これ
は生活様式の変化に伴い、建造物をそのまま
使用することが困難になったためであった。
この重要建造物の現状変更に際し、文景保護
制度に基づいて所有者が文化庁へ届出をす
る前に、宇治市は所有者と文化庁、京都府と
の間で協議したほか、所有者に対して複数の
改築案を提示した。しかし、重要建造物を建
替えて家を新築するという所有者の意向は
変わらず、この重要建造物は取り壊された 9)。
このように、文景保護制度は届出制となっ
図 3 歴史的建造物滅失後跡地利用状況
図 2 現存・滅失している
ているため、重要建造物であってもその保
歴史的建造物の分布
全を十分に担保することはできないことが分かった。
象となっているほか、重複して指定等を行っている既存制 4.3 重要建造物の修理・修景状況
度の中には、市が独自に指定を行う制度(金沢市：景観条例・ 4.3.1 重要建造物の修理・修景件数
歴史的建造物を保全していくには、建造物の修理・修景
こまちなみ保存条例、岐阜市：景観条例)も含まれている(表
4) 4)~7)。このように、文景保護制度の位置づけの違いから保 が必要であるが、宇治市の場合、重要建造物の修理・修景
事業は、文景保護制度に基づく国庫補助制度または景観条
全対象となる重要建造物にも違いがみられた。
例に基づく宇治市独自の景観形成助成制度の対象となって
いる。国庫補助制度による修理・修景事業は滅失した 1 件
4．宇治市の事例からみた文景保護制度での
を除く 9 件の重要建造物のうち 5 件で実施されており、今
歴史的建造物の保全状況
後も増える可能性があることがヒアリング調査から分かっ
4.1 重要建造物の特定過程
宇治市によると、選定申出区域内の歴史的建造物の分布 た。また景観形成助成制度は景観計画に基づいて設定され
状況を重文景選定に向けた事前調査で把握したところ、伝 た区域内の建造物全般が対象になっており、重要建造物の
統的街区を中心に 300 件の歴史的建造物が確認された(図 うち 7 件がこの対象区域内にあるが、景観形成助成制度に
1) 8)。
その中から主に歴史的観点と宇治の茶業に関する観点 よる修景事業が実施されたのは 1 件のみであった (表 5)。
から 25 件を重要建造物の候補とし、所有者との話し合い 4.3.2 重要建造物所有者からみた修理・修景事業の課題
宇治市によると、国庫補助制度では事業費用の半額が補
の結果同意が得られた 10 件の歴史的建造物を重要な構成
要素としている。また残りの 15 件の建造物については、所 助されるが、歴史的建造物の修理・修景費用は非常に高額
有者の同意が得られなかったため、重文景への選定段階で になりやすい。このため国庫補助制度を活用しても所有者
は重要建造物への特定を断念していたことが担当者へのヒ の費用負担は大きくなりやすく、修理・修景するよりも新
築するほうが所有者の費用負担が少ない場合もある。した
アリング調査から分かった。
がって、重要建造物の所有者に保全の意向があっても、費
4.2 歴史的建造物の件数変化
用面から修理・修景を断念し、建替えを選択するような事
4.2.1 歴史的建造物の滅失状況
4.1 で述べた調査で確認された 300 件の歴史的建造物を 例が今後発生することが懸念される。
対象に行った現地調査(図 1)から、2009 年の重文景選定か 4.4 今後の歴史的建造物の保全の方針
ここでは重文景選定地区内の歴史的建造物の保全の今後
らの 7 年間で、重要建造物ではない 290 件の歴史的建造物
ヒアリング結果をもとに述べる。
のうち 14.8 % に当たる 43 件の建物が 2016 年までの 7 年 の宇治市の方針について、
間で滅失していることが分かった。ただし、重要建造物へ 1) 重要建造物への追加特定
宇治市では、重文景への選定申出段階で所有者の理解が
の特定を断念した 15 件の歴史的建造物では滅失は確認で
得られず重要建造物への特定を断念した
15 件の歴史的建
きなかった。一方で、重要建造物は 10 件のうち 1 件が滅失
していた(図 2)。これら重要建造物を含む 43 件の滅失した 造物について、追加特定を目指している。2016 年 12 月時
歴史的建造物の跡地は 70.5 % が駐車場又は空き地として 点で、一部の所有者が重要建造物への特定に理解を示して
利用されており(図 3)、宇治市ではこのことが伝統街区を中 おり、今後新たに重要建造物への追加を予定している事例
心に茶業に起因して形成された街並みの喪失につながると があることが分かった。これは松本ら 10)が指摘しているよ
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した重要建造物(重要建造物への特定を検討したものも含
む)は 25 件中 1 件のみであったが、それ以外の歴史的建造
物では 290 件のうち 43 件と重要建造物よりも多く滅失し
ていた。このことから、文景保護制度は歴史的建造物の保
全に一定の効果を持っていることが考えられる。また、現
状変更について届出制である文景保護制度では、歴史的建
造物の保全の可否は所有者の意向に大きく左右されるが、
所有者が建造物を改築する理由としてあげられるものは、
車を所有するなどの現代の生活スタイルには古い歴史的建
造物をそのまま使用することで対応できないこと、また修
理・修景に関する所有者の高額な費用負担が考えられるこ
とが分かった。
このうち所有者の費用負担に関しては、
4.4 で述べたよう
に、国庫補助制度の制度改正により、宇治市のように国庫
補助と他制度との併用を検討・実施する自治体が今後増え
ることが予想され、重要建造物の修理・修景に対する所有
者の費用負担は軽減されると考えられる。
また重要建造物の滅失件数がそれ以外の歴史的建造物の
滅失件数より少なかった要因の 1 つとして、重要建造物の
特定に向けた所有者と宇治市との事前協議が所有者の歴史
的建造物への価値意識に影響を与えたことが想定されるが、
本研究ではその検証は行えず、今後の研究課題である。

うに、文景保護制度の運用開始前は所有者の制度への理解
が不十分になりがちだが、制度の運用開始後は建造物の修
理・修景事業の実施等により、所有者の制度内容への理解
が深まったからであった。
有形文化財指定や重要伝統的建造物保存地区選定では修
理・修景に関して、建造物の外観を中心に特定の時代への
復元保存を基本とする。一方で文景保護制度では各時代の
要素が重層的に蓄積されてきた景観を評価しているため、
特定の時代への復元保存はその景観の持つ時代的な多様性
を失うことになる。したがって、文景保護制度では復元保
存ではなく動的保存を基本となっているため、全ての歴史
的建造物の保全を行うことが難しい。したがって宇治市で
は、これらの追加特定のものも含めた重要建造物と文化的
景観保存調査 11)で重要建造物の候補とした歴史的建造物の
保全を優先的に図りたいとしている。
2)他制度活用の検討
宇治市は、景観法に基づく景観行政団体であるほか歴史
まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画を策定して
おり、これらに基づいて景観重要建造物や歴史的風致形成
建造物を特定することができる。しかし現在のところ、寺
社関連施設を除けば、これらの制度を活用した事例は存在
しない。これは宇治市が保全を図る必要があると判断した
建造物の保全が文景保護制度で可能であると考えているか
らである。今後、文景保護制度の枠組みで保全が十分に図
れない歴史的建造物が生じた場合には、上記の制度の活用
を検討する必要があるが、現時点では活用をする具体的な
予定はないという。
一方で、重要建造物(重要建造物への特定を検討したもの
も含む)のうち歴史的あるいは建築的に価値の高いと判断
した建造物については、今後適切な保護を図るうえで必要
であれば、登録有形文化財や有形文化財への登録や指定な
どを行っていくとしている。
3)補助制度の拡充
4.3.1 で述べたように、歴史的建造物の修理・修景事業に
おける助成制度には国および宇治市の 2 つの制度が存在し
ている。宇治市は歴史的建造物の修理・修景に関して今後
もこれらの制度の活用をするとしており、新たな制度の創
設などは現在のところ検討していない。
一方で、これら既存の国庫補助制度と景観形成助成制度
は併用ができなかった。しかし、国庫補助制度の補助対象
事業の要件が緩和されたことで、従来はできなかった複数
制度の併用が可能になったため、宇治市では景観形成助成
制度を改正し、2017 年を目途に国庫補助制度との併用を開
始する予定である。

補注
(1)本研究における歴史的建造物とは近世から戦前にたてられた建造物で寺
社など宗教関連施設は本研究の対象外とする。
(2)「京都岡崎の文化的景観(京都市)」も条件に該当したが、2015 年の選定か
ら日が浅く、制度運用の把握が困難と考えられるため対象から除外した。
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5．まとめ・考察
金沢市以外の 3 市の事例から、38 件の既存制度で評価さ
れてこなかった歴史的建造物が、地域の生業との関連性と
いう新たな視点から文景保護制度で評価され、法律に基づ
いた保全が行われていることが明らかになった。
4.2.1 で述べたように宇治市では、重文景選定前後で滅失
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芦屋川河川軸から捉えた山・海への眺望景観に関する研究
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
大阪府立大学研究推進機構
1.はじめに
地域固有の景観の形成には、山並みや海といった地形構
造を活かすことが不可欠である。樋口 1)は人間の生息地の
景観という観点から自然の中でも山の辺と水の辺の保全が
重要であると述べている。芦屋市は、北の六甲山系と南の
大阪湾に挟まれた変化に富んだ地形を有しており、芦屋川
が山と海とを結びつける重要な景観軸となっている。芦屋
市景観計画では、山並みと浜辺の海の広がりが市街地景観
の背景となって、これらの自然景観に挟まれていることが
芦屋市の景観構造とされている。
山並み景観を扱った既往研究を見ると、芦辺 2)は河川軸
から捉えた山並みの視覚特性と集落居住者の自然景観の意
識特性の係わりを探り、土佐ら 3)は神戸市市街地を事例と
して山並み眺望景観と景観のシークエンスから見た景観構
造の特性を探っている。一方、海景観を扱った研究を見る
と、若林ら 4)は景観に影響を与える外的条件から海を眺望
できる良好な視点場の特定を探っている。また、芦屋の景
観を扱った既往研究を見ると、黒井 5)は芦屋の海浜部の形
態と景観特性の変遷および居住者の意識特性から海辺のイ
メージの変遷を明らかにし、三谷ら 6)は芦屋市の景観整備
に対する市民意向の傾向について市民アンケートから捉え
ている。しかし、山と海をつなぐ河川軸から捉えた眺望景
観の特性を明らかにした上でその保全のあり方について扱
った研究は見られない。
そこで、本研究では、山麓部、平地部、海浜部という地
形的景観特性を持った地域内で、山から海に至る流域を形
成する芦屋市を対象に、山と海とをつなぐ景観保全軸であ
る芦屋川河川軸から捉えた山や海への眺望景観の特性を把
握し、その保全のあり方を探ることを目的とする。

多木 秀太郎
武田 重昭
加我 宏之
増田 昇

芦屋市

芦屋川特別
景観地区

大阪湾

図-1 調査対象地域の位置
岸地域が市域全体の景観地区とは別に、「芦屋川特別景観
地区」を指定され、より良好な景観の創造が目指されてい
る。芦屋川特別景観地区は積極的及び優先的に景観形成を
図るべき地区として位置づけられており、緑の構造を活か
した景観の形成、緑と一体となった風景の形成、広がりの
ある眺望景観を活かした景観の形成、山の緑と一体となっ
た山手の特徴的な景観の形成、沿岸の店舗等の落ち着きの
ある賑わいを創出することが目的とされている。

2.研究方法
（1）調査対象地域の設定
調査対象区域は、芦屋市景観計画において、芦屋川から
の眺望に特に配慮すべき地区として指定されている芦屋川
特別景観地区とした。
図-1 は、調査対象地域の位置を示している。調査対象
地区は、芦屋川沿岸の約 42.6 ヘクタール、南北約 3km の区
域である。
芦屋市は、平成 8 年より芦屋市都市景観条例を策定し、
芦屋らしい緑ゆたかで美しいまちづくりを目標に良好な景
観の形成に努めている。平成 21 年に芦屋市全域が景観法
で定める「景観地区」に指定され、平成 24 年には芦屋川沿

（2）調査及び解析方法
芦屋川沿岸の利用者を対象に、2016 年 11 月 3 日、11 月
5 日、11 月 6 日、11 月 7 日に現地で対面式のアンケート調
査を実施し、山および海に対するお気に入りの眺望点とそ
の理由を尋ねた。その結果、49 票の回答を得た。山への眺
望景観(以下、山景という)の眺望点は 96 地点、海への眺望
景観(以下、海景という)の眺望点は 34 地点が特定できた。
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景観写真から景観構成要素を読み取った。図-3 は、景観構
成要素の抽出方法を示した図である。景観構成要素は、人
工物と自然物および空に大別し、人工物は、橋、建築物・
付属物、道路・付属物、河川・付属物、その他に分離し、
自然物は、樹林・樹木（マツ、サクラ、その他）、河川内
植物、山、水面に分離した。写真毎の景観構成要素の画面
占有率を計測し、山、海、河川の割合、近景、中景、遠景
の割合、人工物および自然物の割合、緑視率から景観写真
（視対象）の特性を把握した。
3.解析及び考察結果
(1) 眺望景観における眺望点の特性
得られた眺望点は山景の眺望点が 96 地点 73.8%、海景の
眺望点が 34 地点 26.2%と、山が海に比べ多く捉えられてい
る。山景の眺望点の位置について見ると、阪急線以北の上
流域が 30.2%、阪急線の南、阪神線以北の中流域が 41.7%、
阪神線の南の下流域が 28.1%を占めている。
場所では橋上が
41.7%、路上が 32.3%を占めており、地区全域の多様な場所
で橋上を中心に山が捉えられている。
選択理由としては
「散
歩しながら見る山並み」が 76.0%と最も高く、構図では「遠
くに見える山並み」が 49.0%、「山裾まで見える山並み」が
40.6%、時間では「朝日に照らされた山並み」が 55.2%、季節
では「春の新緑の山並み」が 58.3%、「秋の紅葉の山並み」
が 49.0%と高く、
日常の生活行動の中で山の全景を見る構図
と特定の時刻、新緑や紅葉などの季節感を持った景観が好
まれていると考えられる。一方、海景の眺望点は、位置は
下流域が 88.2%、場所は堤外地が 73.5%と大部分を占めてお
り、海への眺望は海に近い位置で河川敷を中心とした景に
限られている。選択理由としては「散歩しながら見る海」
が 73.5%と最も高く、構図では「近くに見る海」が 58.8%、
時間では「夕日に照らされた海」が 58.8%、季節では「夏の
海」が 44.1%と高くなっており、山景と同様に生活行動と関
連づけて特定の時刻で捉えられているが、構図や季節は山
景とは異なり、近景で一定の季節に限定されていることが
分かる。
(2)眺望点からの視対象の特性
図-4 は、山景の各眺望点から毎の、山および河川占有率
を集計したものである。図-4 より、主対象となる山の占め
る割合は上流域では山⑲で 15.3%と最大となる眺望点があ
るほか、山⑰で 7.2%、山⑯で 5.4%などと比較的割合が高く
なっており、迫り来るような山が捉えられている。一方、
中流域では山⑫の 7.9%、山⑥の 5.9%以外の全ての眺望点で
5%未満、下流域では全てが 5%未満となっており、中流域で
は山の全容、下流域では奥山の山並みなど、山の見え方は
位置によって大きく異なっている。河川の占める割合は 19
景のうち山①や山②など 14 景で 3 割以上となっており、
多くの地点で河川景が「地」を形成し、河川が重要な役割
を果たしていることが分かる。
図-5 は、山景の各眺望点から近景、中景、遠景率を集計
したものである。図-5 より、19 景すべてにおいて近景が 5

図-2 複数回答のあった眺望点
解析では、回答のあったそれぞれの眺望点の位置（上流、
中流、下流）、場所（橋上、路上、堤外地）、お気に入り
の理由などからその特性を把握した。図-2 は、アンケート
調査において複数回答のあった眺望点を抽出した結果を示
している。山景は下流域から上流域までの全域にわたる眺
望点①～⑲地点、海景は下流域における眺望点①から④地
点が抽出できた。次に、抽出した山景 19 地点、海景 4 地点
のそれぞれの眺望点から景観写真を撮影した。解析では、
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と最も高く、
海そのものを眺める景観と
なっており、他の景では海②で 0.3%な
ど、1%未満と大きく差が生じている。河
川の占める割合は海③で 49.3%と最も高
く、海④で 37.9%と高くなっており、河
川景が「地」となって、海が捉えられて
いる。海および河川占有で考察すると、
海①からの景を除けば、3 景とも河川の
先に小さく海が視認できる景観となっ
ている。

図-3 景観構成要素の抽出方法
割以上を占めており、上流域では山⑱を除くすべての眺望
点で中景が 8%以上とやや高くなり、下流域では山⑤で遠景
が 5.3%と最大となる眺望点が見られる。近景割合は全域で
大きな変動はなく、上流に行くに従い、中景割合が増加す
る傾向にあり、上流域では、手前の中景で山の山腹が捉え
られている。
図-6 は、山景の各眺望点から人工物、自然物率を測定し
たものである。図-6 より、人工物、自然物の構成比では、
山③で自然物が 65.8%、山④で自然物が 50.6%、山⑲で自然
物が 50.6%など、19 景のうち自然物が 4 割を超えるものが
7 景、山⑱で人工物が 66.6%、山⑮で人工物が 55.7%など、
19 景のうち人工物が 4 割を超えるものが 6 景となってい
る。特に中流域では、人工物に関しては、山⑩を除く眺望
点すべてで 30%を超え、自然物に関しても山⑮を除く眺望
点すべてで 30%を超えており、双方が景観に寄与している
構図となっている。
図-7 は、各眺望点から緑視率を測定したものである。図
-7 より、山⑦で 38.4%、山⑧で 36.7%、山⑩で 35.1%など特
に中流域の 10 景のうち 7 景で約 3～4 割と総じて高くなっ
ている。上流域で、半数の景で約 50%となっており、山の
緑が大きく迫っていることがわかる。従って、主対象とな
る山は、河川景を「地」として上流域では中景で山腹が面
的に捉えられ、中流域では山裾まで広がる山並み、下流域
では遠景に奥行きのある山並みを望むことができることが
明らかとなった。自然物では河川沿いの街路樹や河川内の
植物などが、人工物では河川や道路およびその付属物や沿
道の建築物などが多く、必ずしも自然物が中心とはなって
いない。中流域では街路樹などの緑で切り取られた山並み
を捉える景観構造となっている。
図-8 は、海景の各眺望点から海および河川占有率を測定
したものである。図-8 より、海の占める割合は海①で 18.6%
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海景でも山景における山占有割合と
同様に、
主対象となる海の占める割合は
低く、河川景が「地」を形成して海を眺
める景観構造となっている。
視対象とし
て、海そのものが対象となって海を眺
める景と「地」を形成して遠くの海を眺
める景とそれぞれ捉えられていること
が言える。

図-4 山・河川占有割合

図-5 近景・中景・遠景割合

山景は、上流域、中流域、下流域の河川軸全域で、橋上
を中心とした多様な場所で捉えられている。上流では間近
に迫る山腹、中流では山の全容、下流では奥行きのある山
並みと新緑や紅葉などの季節感を持った多様な眺望景観
が好まれており、その多様性を保全することが求められ
る。一方、海景は視点が下流域に限定されており、夕刻と
いった好まれる時刻や夏の季節も限定されており、下流域
においては重要な眺望景観であると言える。
これらの山、海への眺望景観はいずれも散歩という日常
行動を通じて捉えられていることから、河川沿いの歩行空
間の整備の重要性も指摘できる。河川軸からの眺望景観で
は、山、海ともに河川の先に捉えられている景が多く、河
川の占有割合が高いことから、眺望景観には河川景が「地」
となる構図が重要であることが分かる。また、特に中流域
においては、近景における河川内植物や街路樹の緑などの
自然物とともに建築物などの人工物が相互に関係し、場所
ごとに異なる特徴のある景観が形成されていることが分か
る。
これらのことから、芦屋の眺望景観を創り出しているの
は、山や海といった「図」の要素だけではなく、河川内の
植物や沿道の街路樹などの自然物や河川や道路およびその
付属物や沿道の建築物などの人工物といった要素との関係
で捉えられる景観の形成が重要である。特に、河川軸から
の眺望景観では河川景が「地」を形成していることから、
河川景の混乱を抑制し、「地」としての整然さを保全する
ことが重要である。また、中流域で見られるような額縁効
果を発揮する街路樹の整備も重要と考えられる。

図-6 自然物・人工物割合

図-7 緑視割合
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都市部河川の船上景における景観構成要素への注視行動特性に関する研究
－ 水都大阪・堂島川を対象として －
京都大学大学院工学研究科
畠田 恵
大阪市立大学大学院工学研究科
嘉名 光市
和歌山大学システム工学部
佐久間 康富
富山大学大学院理工学研究部
阿久井 康平
2 章で得た景観構成要素から、船上景での注視対象と注
視回数を把握するため、3 章では対象区間を船で移動中の
被験者に装着したウェアラブルカメラによって撮影した
VTR（以下、注視 VTR とする）から注視行動特性を分析
する。
また、船上景の変化を捉えるには、あるシーンから次の
シーンへ移るとき、景観構成要素がどのように変化するの
かを明らかにすればよいと考える。そこで 4 章では、船上
景 VTR から等時間隔に画像を抽出し、各画像での景観構
成要素ごとの面積比と注視行動の関係を分析する。
被験者の注視開始位置や注視される区間（以下、注視範
囲とする）を把握することで、対象区間の注視対象がどの
ような見られ方をしているのかを明らかにすることができ
る。
そこで 5 章では、
各注視開始位置や注視範囲を把握し、
各注視開始位置での仰角D/H や水平見込角D/W を算出し、
注視範囲での見えについて分析する。

1.はじめに
1-1.研究の背景と目的
かつて、大阪は「水都大阪」
「なにわ八百八橋」といわれ、
まちの中を縦横する河川、堀は水運などの役割を持ち、都
市基盤の重要な要素として河川利用が盛んであった。特に
中之島周辺では、歴史的建築物や近代橋梁群が都市景観の
重要な構成要素として、その意匠に配慮がなされた。しか
し、
日本では 1960 年代の高度経済成長を機に急速に進展し
たモータリゼーションにより、移動手段は自動車中心とな
り、水運は衰退し、水辺からの市街地へのビスタシーンや
シークエンスという観点もほとんど失われてしまった 1)。
また、現在でも大阪市内には歴史的建築物や近代橋梁群
が残り、近年では水都大阪再生の取り組みが進められ、
「水
都」を取り戻すべく、さまざまな試みを展開している。大
型船や小型船などの体験プログラムや船着き場の整備、護
岸や橋梁などのライトアップなどのプロジェクトが進めら
れており、船上からの景観は観光資源として大きな価値を
持つようになってきており、船上からの景観を考慮して計
画を行っていくことが求められている。都心部は視対象が
多く、船上を視点場として流軸に沿った移動により生じる
景観（以下、船上景(1)とする）の変化や人がどこに目を留
めるのか（以下、注視(2)とする）を明らかにし、注視の動
態を把握する必要があると考える。
本研究では、都心部の船上景において、人々の注視を把
握し、注視行動特性に関する基礎的知見を明らかにするこ
とを目的とする。

図-2 研究の構成
-1 対象地図
1-3.研究の位置づけ
河川景観については川崎 2)が SD 法により景観イメージ
の連続性を、村上ら 3)がアイマークレコーダーによりスラ
イド写真を見た場合の視線把握を、川野ら 4)が調査項目指
標についての数量化Ⅲ類分析により河川景観の性質と親水
性について明らかにしている。橋梁、河川の景観について
の研究は多くが写真やスライドを景観提示媒体としながら
SD 法による評価実験と主成分分析・因子分析等の多変量
解析を用いた評価分析を行い、考察を行っているものであ
る。また、視対象の多い都心部を対象に連続的に変化する
船上景を扱ったものは他に見られない。
本研究では既往の知見を踏まえつつ、都心部における河
川景観の中でも船上景について、景観構成要素の変化と注
視回数、注視時間等の注視データから、その特徴を定量的
に明らかにする。

図-1 船上景の模式図
-1 対象地図

1-2.研究の構成
本研究の構成を図-2 に示す。船上景では、移動とともに
一つ一つのシーン景観が連続的に繋がって構成されており、
一つのシーンは様々な種類の景観構成要素を含んでいる。 2.対象地概要
本研究では、大阪・堂島川を対象とする。堂島川での船
はじめに 2 章では対象区間で撮影した VTR（以下、船上景
上景の特徴としては、川幅が広く空が大きく開けている点
VTR とする）から景観構成要素を抽出し分類を行う。
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や、周辺に歴史的建築物や近代橋梁群があり観光色が強い 施設の 4 項目に分けて分析した。
点が挙げられる。本研究では船上景の特徴を特に示す区間
表-1 景観構成要素の分類
として、堂島川から中之島剣先〜中之島ガーデンブリッジ -1 対象地図
通過後までを対象とした（図-3）
。

4.注視行動の把握
4-1.撮影方法
本章では、被験者の注視対象、注視回数、注視時間を明
らかにするため、被験者らを船に乗せウェアラブルカメラ
を装着し、対象区間を移動しながら被験者の注視 VTR を
撮影した。また本研究では、被験者として景観的、建築的
知識を持たない者 6 名を選んだ(4)。また被験者 6 名は被験
者 A〜F として表すこととする。手順は以下の通りである。
①被験者 6 人にそれぞれウェアラブルカメラを頭部に取り
付ける。
②被験者には対象区間の情報を与えず、
指示もしないまま、
自由に眺めてもよいものとして、乗船してもらう。
③対象区間を船で移動し、ウェアラブルカメラの録画を開
始する。
④同時に GPS 測位も実施する。

図-3 対象地図

3.景観構成要素の抽出
3-1.方法
本研究では、現地調査による船上景 VTR を用いた。本
研究では船に乗る人が体験する景観を評価するため、デッ
キフロアから目線高さ 800mm、船の先端真ん中にビデオカ
メラを設置し撮影を行った（図-4）
。また、注視点が安定し
て見える安定注視点は水平方向 60〜90°、垂直方向 45〜70°
である」と述べられており、本研究の場合はこの最小角度
を満たす画角を持つビデオカメラを用いることとする。用
いたビデオカメラの画角は、水平画角 75°、垂直画角 48°
である。また、撮影した日時によって明らかに変わる要素
である自動車・人・船などの浮遊物は考えないものとする。
手順は以下の通りである。
①現地調査により VTR 撮影を行う。
②対象区間の船上景 VTR から等時間隔に画像を抽出し、
各画像にメッシュ設定(3)を行う。
③各メッシュ内で確認ができる全ての景観構成要素を取り
出し、それらの種類を明らかにする。
④景観構成要素の分類を行う。

図-5 注視 VTR の撮影方法
4-2.分析方法
①撮影した VTR から 1 秒間隔に画像を抽出する。今回
被験者 1 人につき、534 枚を抽出した。
②抽出された画像を中心点から水平、垂直画角 6 度でトリ
ミングする(5)。
③各視対象が被験者の注視野に入った回数と時間を計測し、
本研究での注視の定義を行う。
④それぞれの画像での注視対象を把握し、各被験者の注視
対象への注視回数を得る。
4-3.結果
対象区間の移動中に被験者の注視野に入った橋梁や沿岸
の建築物は 10 箇所であった（図-6）
。また、注視対象につ
いて、その位置や対象により被験者の注視野に入る時間が

図-4 船上景 VTR 撮影方法
-1 対象地図
3-2.分類結果
分析によって、船上景に現れる景観構成要素は下表のよ
うに分類された（表-1）
。
また、橋梁、高速道路については船上景を占める面積が
大きいため、部分毎に細分化し、橋梁は側面、裏側、次の
橋梁の 3 項目に分け、高速道路は側面、裏側、脚、その他

62

大きく異なるため、注視対象を川沿いのものと流軸上に存
在するもの 2 区分して注視時間を設定することとした（表
-2）
。沿川への注視を沿川注視、流軸への注視を流軸注視と
する。

沿川注視については、面積比の最大値を平均すると 4.3%
となっている。また注視人数が最も多い時の面積比は 10%
未満となっており、視点と注視対象との距離が近いほど首
を振って対象を見なくてはならない為、注視時間が注視活
発タイプは 2.0 秒、注視不活発タイプは 6.8 秒と流軸注視と
比べて短く、面積比のピークと注視回数の大きくなるタイ
ミングは異なることがわかった。
流軸注視については、注視時間は注視活発タイプが 20.4
秒、
注視不活発タイプが11.5秒であり沿川注視よりも長い。
また、面積比は平均して 10.0%を超えると注視されるよう
になり、面積比の平均最大値は 64.4%となる時に、注視人
数も 5~6 人とピークが重なっており、面積比が大きくなる
につれて、視野を占める注視対象が大きく見える為、面積
比と注視回数は比例関係にあることがわかった。

図-6 各注視対象の位置と注視野に入った時間
表-2 注視時間の設定

この設定に従って、各注視回数と注視時間を算出した。
全体を通しての各被験者の注視時間を算出すると、被験者
には 2 タイプの注視傾向が確認された。一つは注視時間が
全体的に長く注視回数の多いタイプ（以下、注視活発タイ
プとする）であり、もう一つは注視時間が全体的に短く注
視回数の少ないタイプ（以下、注視不活発タイプとする）
である（表-3）
。
表-3 各被験者の注視回数と注視時間
図-7 注視対象の面積比と注視人数の推移
6.注視範囲での見えの分析
本章では、全注視対象に対する注視について、各注視開
始位置と対象との距離を D、注視対象の高さと幅をそれぞ
れ H、W として、仰角 D/H と水平見込角 D/W を算出し、
D と D/H、D/W の各関係を分析した（図-8）
。
5.注視行動と面積比との関係分析
分析の結果、沿川注視と流軸注視ともに注視開始位置と
5-1.方法
D/W とそれぞれ単純相関を示
本章では、3 章から得た景観構成要素を用いて、対象区 注視対象との距離 D は D/H、
間の船上景 VTR から等距離間隔に抽出した画像を分析し、 すことがわかった。沿川注視については、そのほとんどが
各景観構成要素の変化を把握した。また、4 章の被験者タ 注視対象との距離 200m 以内で起きており、主に D/H が 2
イプごとに面積比と注視データの関係を分析した。手順は 〜6 の時、D/W が 0〜2 の時に注視が起きている。流軸注視
については、注視対象との距離 120m 以内で起きており、
以下の通りである。
特に注視不活発タイプは 50m 以内で注視を行っている。
①船上景 VTR から 6 秒間隔に画像を抽出する。
また、
注視開始位置と D/W について地図上に示したもの
②各抽出画像を adobe Photoshop 上で選択し、総面積（総ピ
クセル数）を確認する。
が図-8 の右側である。上記の D と D/W、D/H の各関係か
③各抽出画像に adobe Photoshop 上で測定を行う各景観構 ら大きくずれる注視があり、その注視対象は中之島 LOVE
成要素に選択を行い、各面積（ピクセル数）を出す。
CENTRAL や大阪市庁舎、日本銀行大阪支店など建物の
④画像の総面積（総ピクセル数）に対する各景観構成要素 側面や正面が様々な角度から見える比較的大きな建物
の面積比（ピクセル比）を算出する。
であった。これらの注視対象については注視活発タイプ
5-2.結果
の方が注視開始位置は多く、平均注視時間も 5.1 秒と長
結果は図-7 のようになった。
いことが明らかになった。一方、大阪市立東洋陶磁美術館
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のような正面や側面が比較的小さな注視対象は平均注視時
間が 2.3 秒と短く、注視範囲は被験者タイプに関わらず、
ほとんど同じ範囲を示すことがわかった。

【注釈】
(1)船上景は、水上に浮かぶ船などの水面上の視点からの景観であり、船上
を視点場として流軸に沿った移動により生じる景観のことである。
(2)注視とは、
「注視野に入る景観構成要素を一定時間以上、その視野角に

7.結論
本研究では以下の点が明らかになった。
・対象区間の周辺には多くの視対象となりうる構造物が 17
か所ある中で、被験者の注視野に入り、注視された構造物
は 10 か所であった
・被験者は注視活発タイプと、注視不活発タイプに分けら
れ、注視活発タイプは注視時間が平均 151.3 秒と長く注視
回数が平均 17 回と多い傾向があり、
注視不活発タイプは注
視時間が平均 74.0 秒と短く注視回数が平均 8.3 回と少なく
水面や天空を見る傾向にあった
・沿川注視と流軸注視ともに、注視を行う距離と仰角、水
平見込角にはそれぞれ単純相関が見られ、沿川注視は D/H
が 2〜6、D/W が 0〜2 で、流軸注視は D/H が 0〜25、D/W
が 0〜2 で起きている
・沿川注視について上記の関係から大きくずれる注視があ
り、その注視対象は大阪市庁舎などの建物側面や正面が
様々な角度から見える比較的大きな建物であり、注視活発
タイプの方が注視開始位置は多く、注視時間も長い
・沿川注視と流軸注視という特性がある中でも、それらが
混在する区間では流軸注視が短時間になるという特性から、
沿川注視と流軸注視の連続的な関係が見られた

入れた状態を保っていること」と定義し、生態学的に注視とされる「黒目
がある視対象に 0.2 秒以上留まること」のようなアイマークレコーダー等の
機材を用いて測定される人間の身体的な動作の直接的測定とは区別する。
(3)人の視覚が非常に高くなる中心窩での視野は約2 度であるとされている
ことから、水平垂直 2 度の視野角を１メッシュとして、VTR から抽出した
画像全体に縦 26 マス、横 44 マスのメッシュ設定を行った。
(4) 景観や建築の知識を持たない方が船上景への見方に偏りがないと考え
られることが挙げられる。
(5)目を動かさずに見える範囲（視野）は注視点から視角 5〜6 度の範囲で
あることから、
本研究では注視野を画像の中心点から水平垂直6 度とした。
【参考・引用文献】
1) 西川龍也、藤井輝明（2007）
「近代日本における景観認識と市街地空間
の変容について」
、
『福山市立女子短期大学研究教育公開センター年報 4』
、
p.55-62
2)川崎雅史（1991）
「都市景観の固有性に関する研究(1) 河川を軸とした
シークェンシャル景観のイメージ分析」
、
『日本建築学会計画系論文集』
、第
422 号、p.69-76
3) 村川三郎、西名大作、植木雅浩、横田幹朗（1999）
「河川景観の画像特
徴量と被験者の心理的評価構造の関連」
、
『日本建築学会計画系論文集』
、第
524 号、p.53-60

図-8 各注視の仰角、水平見込角
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地上設置型太陽光パネルの設置に関わる条例の立地規制および景観保全への有効性
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
1 はじめに
1.1 研究の背景
2012 年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下、
FIT 制度という)が施行されて以来、太陽光発電が急速に普
及拡大している。FIT 制度認定導入量のうち 8 割以上を非
住宅用太陽光発電として主に地上設置型太陽光パネル(以
下、地上ソーラーという)が占めている 1)。こうした地上ソ
ーラーの急速な普及拡大に伴い、近年景観や生活環境の悪
化、自然環境の破壊といった問題が発生している。個人所
有の地上ソーラーに対し周辺住民が景観悪化を訴えた大分
県由布市の事例 2)や、メガソーラー建設計画に対し自然環
境破壊を懸念した市民が反対運動を起こした高知県土佐清
水市の事例 3)、さらにパネルの飛散事故や土砂災害を誘発
した事例等が全国的に見られるようになった 4)。しかし、
FIT 制度等による普及促進や立地に関する各種法律の改正
など地上ソーラーの設置は規制緩和の潮流にあり、現行の
法律レベルでの立地や景観のコントロールは強いとは言え
ない。そのため、地上ソーラーの設置行為を対象とする条
例を独自に制定し、立地や形態意匠の適正化を図る動きが
全国の自治体で広がっている。条例は法的拘束力を持つう
え地域性を反映できることから、立地規制や景観保全の有
効策の１つであると考えられる。
地上ソーラーに関する既往研究は FIT 制度によって普及
が拡大した 2012 年以降に見られ始める。坂村ら 5)がメガソ
－ラ－の立地特性を分析したうえで、自治体による規制・
誘導策の提言を行っている。さらに浅野 6)は愛知県田原市
において小規模な設備も含めた地上ソーラーの立地特性を
明らかにした。また、山川ら 7)は地上ソーラーの設置を適
用対象とした条例の制定フローの調査を、静岡県富士宮市
と大分県由布市を対象に行っている。しかし、全国規模で
の立地規制・景観保全に対する条例の運用実態を分析した
研究はなされていない。地上ソーラーは地球環境への負荷
低減や遊休地の活用の観点から普及が望まれることからも、
秩序ある設置を促す立地規制ならびに設備とその周囲とが
調和した景観形成を促進する条例が有効であると考えられ
る。したがって、全国で制定されている地上ソーラーの立
地規制ならびに景観保全に関する条例の制定内容および運
用実態とその効果を明らかにする必要がある。
1.2 研究の目的
本研究では、全国で制定されている地上ソーラーの設置
に関する条例の運用実態・効果を、自治体を対象としたア
ンケート調査によって明らかにすることで、条例による地
上ソーラーの立地規制・景観保全への有効性を分析し、今
後の地上ソーラーの普及と規制の方向性について考察する
ことを目的とする。
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2 研究方法
2.1 対象とする条例および自治体
本研究では地上ソーラーの設置を特定の行為として明文
化している条例のみを対象とする。これは、明文化されて
いることで確実に地上ソーラーに対する自治体の意向・方
針や技術的指針が反映されていると考えられるためである。
具体的には①条例文および施行規則・細則、②条例に基づ
く計画、③パンフレットや HP 等の広報資料に地上ソーラ
ーを明文化している条例である。さらに、自治体による広
域なコントロールが可能で小規模な設備にも対応しやすい
独自条例および景観法に基づく委任事項を規定した自主条
例を対象とした。
2.2 研究の構成
対象となる条例を WEB および条例データベース 8)の検
索機能を用いて収集した(1)。地上ソーラーを条例の対象と
した背景や条例の運用実態を明らかにするため、収集した
条例を有する自治体に対しアンケート調査を実施した。得
られた回答から地上ソーラーの立地規制ならびに景観保全
への有効性を分析する。
2.3 アンケート調査の概要
対象自治体に対して実施したアンケート調査の概要を表
1 に示す。アンケートでは、条例の制定内容や運用効果、
地上ソーラーの設置に対する自治体の方針等を尋ねた。
3 対象条例の基本情報
3.1 対象条例の制定状況
2.1 の条件に該当する条例は全国 115 自治体の 116 条例
である。自治体の分布を図 1 に示す。全対象自治体のうち
38.8%が中部地方に位置している。中でも山梨県は県に加
え 27 市町村中 17 市町村が対象に該当し、当該条例保有率
が 63.0%と全国で最も高い。一方で北海道・東北地方の保
有率は合わせて 6.9%と低く地域的な偏在が見られる。116
条例のうち101条例(87.1%)が景観法に基づく委任事項を規
定した自主条例であり、15 条例(12.9%)が独自条例である。
表 1 アンケート調査の概要
項目
調査対象
配布日時
配布・回収方法
配布数
回収数
回収率
設問の概要

概要
全国の地上ソーラーに係る条例を有する 115 自治体
(1 道5 県、109 市町村)、116 条例
平成28 年11 月15 日∼18 日
郵送、E メール
116
84
72.4%
①地上ソーラーを条例の適用対象として明文化した背
景（制定のきっかけ、地上ソーラーに抱く課題点等）
②条例の運用実態（各制度への適用件数、効果等）
③今後の自治体の取り組みに対する意向・方針

表 2 事前協議・景観形成基準を有する条例の分類
規制対象区域
全域
特定

重点区域あり
重点区域なし
重点区域あり
重点区域なし
合計
0%

図 1 地上ソーラーの設置に関する条例を有する自治体の分布

3.2 規制対象区域の設定方法
対象となった条例は、規制対象区域(独自条例の規制対象
区域および景観法に基づく計画区域)の設定方法によって、
行政区域全域にかかる条例と特定区域のみにかかる条例に
大別される。さらに、いずれの条例においても、より重点
的に立地規制や景観形成を推進する区域(以下、重点区域)
を併設しているものが見られる。116 条例のうち 105 条例
(90.5%)が行政区域全域を規制対象区域としており、そのう
ち 56 条例(48.3%)は重点区域を設定している。特定区域の
みを規制対象区域に設定している条例は11条例(9.5%)であ
り、そのうち 4 条例(3.4%)が重点区域を併設している。
3.3 事前協議の設定
事前協議とは景観法や独自条例に基づく届出以前に、地
上ソーラーの設置計画の把握並びに立地や景観の適正化を
図るために自治体と事業者が実施する協議のことを指す。
116 条例のうち 46 条例(39.6%)が事前協議を条例に定めて
いる(窓口対応のみの事前相談を含めない)。
3.4 地上ソーラー独自の景観形成基準の設定
本研究において景観形成基準とは、条例に基づく計画や
ガイドライン等に明記された設備の立地や景観に関する技
術的指針や自治体の方針を指す。地上ソーラー独自の景観
形成基準を設定している条例は 57 条例(49.1%)と半数以上
が該当する。事前協議および景観形成基準を設定している
条例・計画数を計画区域の分類別に表 2 にまとめる。
具体的に設定されている景観形成基準の項目を図 2 に示
す。設定最多項目は「パネルの種類・色彩」であり、57 条
例のうち 47 条例(82.5%)が設定している。設備自体の形態
に関する項目だけでなく、
「植栽による修景」を設定してい
る条例も 41 条例(71.9%)ある。設備の形態意匠と修景方法
の両面から景観保全を促す条例が多いことが分かる。
一方で、
「立地場所」について言及した条例は 19 条例
(33.3%)にとどまり、116 条例全体では 16.4%と少ない。ま
た、ほとんどの項目が定性的な表現にとどまり、定量的に
基準を設けた項目は「パネルの種類・色彩」に関するマン
セル値(7 条例)および「パネルの高さ」(2 条例)のみである。
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パネルの種類・色彩
植栽による修景
眺望景観への影響
パネルの高さ
フェンスの種類・色彩
セットバック距離
反射光
パネルの配置
立地場所
樹木の伐採
近隣住民への説明
遮蔽用ルーバー
送電線の地中化
廃棄時の取扱い

条例・計画数
事前協議
景観形成基準
25
29
15
23
2
2
4
3
46
57
20%

40%

60%

80%

100%

82.5%
71.9%
45.6%
43.9%
42.1%
38.6%
36.8%
35.1%
33.3%
19.3%
12.3%
12.3%
8.8%
3.5%

図 2 地上ソーラー独自の景観形成基準項目

4 条例の運用実態
4.1 自治体が地上ソーラーに対して抱く課題点
地上ソーラーに対して抱く課題点について、都市計画区
域 4 区分(市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、都
市計画区域外。以下、区域区分という)と土地用途種別(住宅
地、商業・業務地、農地、森林)とを併せて尋ねた。有効回
答数は 70 自治体である。課題点と区域区分の関係を土地
用途種別に表 3～表 6 に示す。
A)住宅地
回答自治体の半数の 35 自治体が課題を認識している(表
3)。
「眺望景観への影響」(48.6%)、
「立地場所」(42.9%)、
「フ
ェンスの種類・色彩」(22.9%)への回答が多く、非線引き区
域で課題を認識している自治体が多い。
「光害」(22.9%)は主
に市街化区域における住宅地で課題が認識されている。
B)商業・業務地
課題を認識している自治体は 16 自治体と他に比べて少
ない(表 4)。商業地は地価が高く設置自体が少ないためであ
ると考えられる。
「眺望景観への影響」(62.5%)、
「立地場所」
(37.5%)への回答が全ての区域区分において回答が多い。
C)農地
回答自治体の半数以上の 38 自治体が課題を認識してい
る(表5)。
他の土地用途と同様に
「眺望景観への影響」
(65.8%)、
「立地場所」(47.4%)への回答が多いが、市街化区域におい
て回答割合が低い。
「土地用途の転用」(21.1%)が他の土地用
途に比べて回答が多く、非線引き区域と都市計画区域外お
いて特に課題が認識されている。
D)森林
課題を認識する自治体が 49 自治体と土地用途別で最も
多い(表 6)。他の土地用途と同様に「眺望景観への影響」
(67.3%)、
「立地場所」(46.9%)への回答が多いが、市街化区

表 3 自治体が認識する住宅地における課題点[N=35]
課題点
パネルの色彩[n=7]
パネルの配置[n=2]
パネルの高さ[n=3]
フェンスの種類・色彩[n=8]
架台の色彩[n=2]
送電線の存在[n=1]
眺望景観への影響[n=17]
立地場所[n=15]
土地用途の転用[n=4]
災害リスクの上昇[n=7]
光害[n=8]
工事の騒音[n=2]
設備稼働音[n=2]
樹木の伐採[n=4]
生態系破壊[n=0]
除草剤の使用[n=0]
廃棄後の扱い[n=6]
その他[n=12]

回答割合 市街化
区域
20.0%
57.1%
5.7%
0.0%
8.6%
33.3%
22.9%
25.0%
5.7%
50.0%
2.9%
100.0%
48.6%
41.2%
42.9%
33.3%
11.4%
25.0%
20.0%
28.6%
22.9%
62.5%
5.7%
0.0%
5.7%
100.0%
11.4%
75.0%
0.0%
0.0%
17.1%
50.0%
34.3%
33.3%

表 5 自治体が認識する農地における課題点[N=38]

都市計画区域区分
市街化 非線引き 都市計画
調整区域 区域
区域外
42.9%
57.1%
42.9%
0.0%
50.0%
0.0%
33.3%
100.0%
33.3%
25.0%
75.0%
37.5%
50.0%
50.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
35.3%
52.9%
29.4%
33.3%
73.3%
33.3%
0.0%
50.0%
25.0%
14.3%
57.1%
14.3%
37.5%
37.5%
12.5%
0.0%
100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
75.0%
25.0%
25.0%
50.0%
50.0%
50.0%
41.7%
33.3%
58.3%

課題点
パネルの色彩[n=8]
パネルの配置[n=4]
パネルの高さ[n=5]
フェンスの種類・色彩[n=8]
架台の色彩[n=2]
送電線の存在[n=2]
眺望景観への影響[n=25]
立地場所[n=18]
土地用途の転用[n=8]
災害リスクの上昇[n=9]
光害[n=4]
工事の騒音[n=0]
設備稼働音[n=0]
樹木の伐採[n=5]
生態系破壊[n=1]
除草剤の使用[n=0]
廃棄後の扱い[n=7]
その他[n=9]

都市計画区域区分
市街化 非線引き 都市計画
調整区域 区域
区域外
60.0%
60.0%
60.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
66.7%
66.7%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
40.0%
60.0%
60.0%
66.7%
100.0%
66.7%
0.0%
0.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%
100.0%
50.0%
100.0%
50.0%
75.0%
50.0%
14.3%
14.3%
71.4%

課題点
パネルの色彩[n=10]
パネルの配置[n=4]
パネルの高さ[n=3]
フェンスの種類・色彩[n=7]
架台の色彩[n=1]
送電線の存在[n=2]
眺望景観への影響[n=33]
立地場所[n=23]
土地用途の転用[n=3]
災害リスクの上昇[n=26]
光害[n=3]
工事の騒音[n=1]
設備稼働音[n=0]
樹木の伐採[n=22]
生態系破壊[n=4]
除草剤の使用[n=1]
廃棄後の扱い[n=12]
その他[n=10]

域において回答割合が低い。
「災害リスクの上昇」(53.1%)、
「樹木の伐採」(44.9%)への回答も多く、景観や自然・生活
環境と多岐に亘って課題が認識されていることが分かる。
4.2 条例の運用効果
条例に基づく事前協議ならびに届出制度の地上ソーラー
への適用設備件数を設備規模別に図 3 に示す。設備規模は
電気事業法における一般電気工作物に該当し同法に基づく
届出が不要な設備である出力「50kW 未満」
、通称メガソー
ラーと呼ばれる「1MW 以上」
、それら 2 つの規模の間の
「50kW~1MW 未満」で 3 区分した。適用件数は年々増加
傾向にあり、近年は 50kW 未満の地上ソーラーへの適用件
数が増加している。また、条例に基づく各制度の地上ソー
ラーへの適用件数について、設備規模別に回答があった 56
自治体を、総適用件数の 50%以上を占める設備規模別に 3
分類した(50%以上を占める設備規模が2分類に亘る場合は
両方に該当)。分類別の条例の運用効果を表 7 に示す。
「立
地状況の把握」
、
「事業者による事前配慮」が全設備規模共
通で回答が多い。現行の各種法制度は設備の立地状況の把
握が不十分であることが裏付けられる。一方、
「立地規制・
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件数[件]

パネルの色彩[n=5]
パネルの配置[n=1]
パネルの高さ[n=0]
フェンスの種類・色彩[n=3]
架台の色彩[n=1]
送電線の存在[n=1]
眺望景観への影響[n=10]
立地場所[n=6]
土地用途の転用[n=1]
災害リスクの上昇[n=4]
光害[n=0]
工事の騒音[n=0]
設備稼働音[n=0]
樹木の伐採[n=2]
生態系破壊[n=0]
除草剤の使用[n=0]
廃棄後の扱い[n=4]
その他[n=7]

回答割合 市街化
区域
31.3%
60.0%
6.3%
0.0%
0.0%
18.8%
33.3%
6.3%
0.0%
6.3%
100.0%
62.5%
40.0%
37.5%
66.7%
6.3%
0.0%
25.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
50.0%
0.0%
0.0%
25.0%
50.0%
43.8%
14.3%

都市計画区域区分
市街化 非線引き
調整区域 区域
62.5%
37.5%
25.0%
50.0%
60.0%
60.0%
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
100.0%
50.0%
56.0%
48.0%
55.6%
61.1%
0.0%
50.0%
44.4%
33.3%
100.0%
25.0%
80.0%
40.0%
0.0%
100.0%
28.6%
57.1%
33.3%
11.1%

都市計画
区域外
50.0%
25.0%
20.0%
37.5%
0.0%
100.0%
48.0%
61.1%
62.5%
66.7%
25.0%
80.0%
100.0%
71.4%
55.6%

表 6 自治体が認識する森林における課題点[N=49]

表 4 自治体が認識する商業・業務地における課題点[N=16]
課題点

回答割合 市街化
区域
21.1%
37.5%
10.5%
0.0%
13.2%
20.0%
21.1%
25.0%
5.3%
50.0%
5.3%
100.0%
65.8%
36.0%
47.4%
38.9%
21.1%
0.0%
23.7%
11.1%
10.5%
75.0%
0.0% 0.0% 13.2%
40.0%
2.6%
0.0%
0.0% 18.4%
28.6%
23.7%
11.1%

400
350
300
250
200
150
100
50
0

都市計画区域区分
回答割合 市街化 市街化 非線引き 都市計画
区域 調整区域 区域
区域外
20.4%
30.0%
50.0%
30.0%
60.0%
8.2%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
6.1%
0.0%
33.3%
66.7%
66.7%
14.3%
14.3%
28.6%
42.9%
71.4%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.1%
100.0%
100.0%
50.0%
100.0%
67.3%
24.2%
42.4%
45.5%
57.6%
46.9%
30.4%
52.2%
52.2%
56.5%
6.1%
0.0%
0.0%
33.3%
66.7%
53.1%
15.4%
34.6%
34.6%
53.8%
6.1%
66.7%
100.0%
33.3%
33.3%
2.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
44.9%
36.4%
50.0%
36.4%
59.1%
8.2%
0.0%
50.0%
50.0%
75.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
24.5%
25.0%
33.3%
33.3%
66.7%
20.4%
10.0%
30.0%
10.0%
60.0%

351

325

176

0

以前
[ n=0 ]
50kW 未満

11
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2012
2013
[ n=4 ] [ n=13 ]
50kW~1MW 未満

2014
2015
2016
[ n=24 ] [ n=46 ] [ n=52 ]
1MW以上
総適用件数

図 3 条例に基づく各制度の地上ソーラーへの適用件数 [N=68]

誘導」への回答は全規模共通で 3 割前後と低い。これは、
図 2 において「立地場所」に関する景観形成基準を規定し
た条例が全条例の 33.3%と多くないことから、元々条例に
立地規制・誘導効果を期待していない可能性がある。
「景観
保全」への回答は設備の規模が小さいほど回答が多い。
50kW 未満の設備においては 50.0%の自治体が景観保全効
果を認識している。これは規模が大きいほど景観に及ぼす
影響も大きくなるためであると考えられる。

表 7 条例に基づく各制度の地上ソーラーへの適用実績がある条
例の運用効果(設備規模別)[N=56]
運用効果

2.1
3.5
3.0
3.1
3.5
3.9
3.5
3.4
2.5
3.4
3.0
2.6
0.0
0.0
3.1

2
4
1
1
3
3
0*
2
2
3
1
1
0
0
-

4.5
4.8
5.0
4.0
4.7
3.7
3.0
3.5
3.0
4.0
5.0
4.0

景観保全度

3.4
4.0
3.0
3.2
3.0
3.3
4.0
3.8
2.5
3.3
2.6
2.4
0.0
0.0
3.1

順守度

8
13
9
9
6
15
2
5
4
8
5
5
2
2
-

回答数

3.6
3.9
3.7
3.0
3.6
3.6
3.0
3.4
2.0
3.6
3.0
4.0
0.0
0.0
3.5

景観保全度

3.8
3.5
4.0
3.2
3.0
2.1
3.5
2.6
2.3
2.8
2.6
3.0
0.0
0.0
3.0

順守度

8
12
3
6
7
8
2
5
3
8
5
1
2
1
-

回答数

パネルの高さ
パネルの種類・色彩
反射光
セットバック
フェンスの種類・色彩
植栽
遮蔽用ルーバー
パネルの配置
立地場所
眺望景観への影響
樹木の伐採
住民説明
送電線の地中化*
廃棄時の取扱い*
平均値(*を除く)

景観保全度

景観形成
基準項目

順守度

総適用件数の 50％以上を占める設備規模
50kW 未満
50kW~1MW 未満
1MW 以上
[N=12]
[N=19]
[N=4]

総適用件数の50％以上を占める設備規模
50kW未満 50kW~1MW未満 1MW以上
[n=14]
[n=39]
[n=8]
57.1%
61.5%
62.5%
21.4%
23.1%
37.5%
50.0%
41.0%
37.5%
64.3%
48.7%
50.0%
7.1%
7.7%
0.0%
7.1%
12.8%
25.0%

回答数

立地状況の把握
立地規制・誘導
景観保全
事業者による事前配慮
適用外設備への配慮
効果不明

表 8 条例に基づく各制度の地上ソーラーへの適用実績がある条例
の景観形成基準項目の順守度と景観保全度[(設備規模別)N=33]

3.5
3.8
4.0
3.0
4.0
3.3
3.0
3.0
2.7
3.0
3.0
3.3

4.3 景観形成基準項目の順守度・景観保全度
地上ソーラー独自の景観形成基準を設定している条例に
ついて、基準の守られやすさを意味する“順守度”と、景
観保全効果の大きさを意味する“景観保全度”をそれぞれ
5 段階評価で尋ね、その評価を点数化した。項目ごとの順
守度と景観保全度の平均点を適用設備規模別に表 8 に示す。
「50kW 未満」
、
「50kW~1MW 未満」の設備は景観形成基
準項目の順守度・景観保全度の点数がそれぞれ 4.0 の「や
や守られている」
「やや効果がある」を上回った項目が少な
く、順守度と景観保全度ともに評価が高い項目はない。一
方、
「1MW 以上」の設備は 7 項目において順守度が 4.0 を
超えており、基準が守られやすいことが分かる。さらに、
「反射光」
、
「フェンスの種類・色彩」は順守度と景観保全
度がともに 4.0 を超えており、景観形成基準に積極的な設
定が望ましい優れた項目と言える。
しかし、全ての景観形成基準項目(回答が無い項目、評価
が0.0の項目を除く)の順守度と景観保全度の平均点(表8最
下段)において、設備の規模が大きいほど順守度が高く、景
観保全度は低くなっており、設備の規模が大きいほど基準
は守られやすいものの景観保全の効果は得難いことが分か
る。これは、メガソーラーほどの大規模な設備は自治体や
企業が事業者であるケースがほとんどであり、公益性や経
済的な観点から基準は順守されやすいが、設備規模の大き
さゆえに景観への影響が大きく景観保全に繋がり難いため
であると考えられる。また、
「立地場所」に関する基準は全
規模共通して順守度・景観保全度の評価が低く、景観形成
基準内容と運用方法に工夫が必要であると考えられる。

補注
(1)条例の収集に用いた条例データベース 8)は 2013 年 7 月 13 日に全国の例
規を格納し、以降は情報提供のあった例規の更新を行っている。本研究に
おける検索期間は2016 年10 月20 日から同年11 月30 日までである。

5 まとめ
自治体が地上ソーラーに対して抱く課題点では、土地用
途や区域区分に関係なく
「眺望景観への影響」
「立地場所」
、
を課題とする自治体が多い。条例の運用効果では、
「立地状
況の把握」への回答が最も多く、現行の法制度の課題が明
らかとなった。一方、
「立地規制・誘導」効果への回答は少
なく、条例による立地のコントロールは現状困難であるか
実施されていないと考えられる。また、
「景観保全」効果は
規模が小さい地上ソーラーでは実感されているが、反対に
規模が大きい設備では効果の実感は薄れる傾向にある。具
体的な景観形成基準項目においても、設備規模が小さいほ
ど景観保全効果の評価は高いが、順守度は逆に評価が低い
傾向がみられた。個人にも設置しやすい小規模な設備は、
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得点

1P
2P
3P
4P
5P
0P
守られて あまり守ら どちら やや守ら 守られて
効果不明
いない れていない でもない れている いる
景観
あまり効果 どちら やや効果
効果なし
効果あり 効果不明
保全度
はない
でもない
あり

順守度

私益優先の事業特性や修景費の経済的な観点等から景観保
全策が講じられ難いと考えられる。そのため、修景の必要
性の周知や修景イメージの提供、補助金による修景費補助
等によって順守度を向上させることが有効であると考えら
れる。加えて、2017 年 4 月から FIT 制度が改正され、既存
の地上ソーラーの立地状況の把握ならびに事業計画の事前
把握が可能になることが期待されている。そのため、条例
に事前協議を規定し、修景や立地場所に関する協議を充実
させることも有効であると考えられる。

住民合意による「阪神沿いの道路等に関する提案」について
深江地区まちづくり協議会
１．はじめに
深江地区は神戸市東灘区の東端・浜手に位置し、阪神電
鉄、国道 43 号沿いに広がる、面瀬 170ha、人口 24,000 人、
世帯数 12,000 世帯の庶民的な住宅地域である。
（図１）
深江地区まちづくり協議会
（以下、本協議会という）は、
神戸市の「神戸市地区計画及
JR 甲南山手駅
びまちづくり協定等に関する
国道２号
条例（まちづくり条例）
」で
認定された団体で、平成 2 年
阪神電鉄深江駅
7 月に国道 43 号の環境問題や
阪神電鉄の高架、それに伴う
国道 43 号
駅北側の都市再開発問題等の
検討を目的に深江連合自治会
を母体に設立された。平成 7
図１ 深江地区の位置
年 1 月に発生した阪神・淡路
大震災では、深江地区は死者 250 人を越える被害を受け、
当初の検討目的は大きく延期・変更を余儀なくされた。そ
して、その後は『みどり豊かで安全なまち』をテーマに復
興まちづくりに取り組んできた。
（表１）
表１ 深江地区まちづくり協議会のこれまでの活動の概要

平成 02 年 07 月：深江地区まちづくり協議会設立
平成 05 年 06 月：まちづくり協議会の認定
平成 05 年 08 月：
「まちづくり提案」の提出
7 年 1 月：阪神・淡路大震災
平成 07 年 11 月：まちづくり協定の締結
平成 09 年 06 月：深江駅前花苑の設置
平成 11 年 01 月：第 2 期「まちづくり提案」提出
平成 12 年 03 月：深江駅前ほっとスポットの整備
平成 16 年 10 月：国道 43 号沿道防災緑地としての花壇が完成
平成 20 年 06 月：新深江まちづくり構想の策定
平成 22 年 06 月：阪神深江駅南地区地区計画の都市計画決定
平成 22
9 月：阪神連立関連まちづくり部会の設立
29 年 3 月：深江本町「地区計画」を都市計画決定
29 年 3 月：
「阪神沿いの道路等に関する提案」を神戸市
に提出

田中 康

図２ 阪神電鉄住吉・芦屋間の連続立体交差事業の概要
（としけいくミニニュース平成 29 年 4 月発行：神戸市都市整備部）

現在、深江駅の北側道路は幅員が狭く車の通行ができな
い。このため、利便性の面では劣っているものの深江地区
内を通過する交通量は抑えられている。この事業が完成す
ると、これまで線路で分断されていた南北の地域が一体化
されるとともに、阪神沿北側線の整備によって東西交通の
利便性が向上する。しかし一方で、国道２号や 43 号から地
区内に流入してくる通過交通の増大が懸念される。
この課題に対する地域住民の意見をまとめるため、本議
会では、平成 22 年に協議会内に「阪神連立関連まちづくり
部会（部会長：筆者兼務）
」を設立し、住民による事例調査
や勉強会、アンケート調査、説明会等を繰り返し開催し、
住民主体の計画提案と合意形成に取り組んできた。
本稿では、阪神電鉄の高架問題を主目的に 27 年前に結
成された本協議会が、
ようやく本来の検討テーマに着手し、
都市計画道路の形態に関する住民提案を神戸市住宅都市局
に提出した一連の活動について整理するとともに、今後の
本協議会の役割や展望について述べるものである。
２．阪神連立部会での検討内容と部会案の作成
阪神電鉄の高架化により南北の交通事情は改善される
が、幅 10m 道路（阪神沿北側線）という新たな東西の軸が
地区内に出現する。この影響がどのようなものなのか、道
路の性格については利便性を優先するか、それとも歩行者
の安全性を優先するのか、また高架下の空間はどのように
使われるのか、と言ったように部会での当初の議論はこれ
まで経験の無かった高架事業を前に議論百出した。

筆者は、平成 8 年に事務局メンバーとして本協議会の活
動に参画し、平成 26 年より会長を務めている。
現在深江地区では、震災復興のため延期されていた都市
計画事業（都市計画決定：1991 年）
「阪神本線住吉・芦屋間
連続立体交差事業」が平成 18 年より行われており、踏切の
除去や交差道路の改良が進められている。そしてそれに伴
って沿線沿い北側に幅員 10m の都市計画道路（阪神沿北側
線）や、高架下の南北道路、駅前小広場等の整備計画が検
討されている。
（図２）

写真１ 阪神連立部会の様子
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そこで、専門家を招いての勉強会やまち歩き、事例見学
等を繰り返し実施し、検討テーマを絞り込むとともに、沿
道住民を対象とした意向調査を行い、これらの知見に基づ
いて検討を重ねた。

写真２ 専門家による勉強会

３．部会案『阪神電鉄沿いの道路等に関する提案』の内容。
①阪神沿北側線については、阪神深江駅を境に西側を双
方向通行、東側を一方通行とした。駅西側の道路沿いには
集合住宅や墓地などが立地しており、車の出入りが限られ
ることや、周辺に一方通行の道路が多いことから市が示し
ている片側歩道の双方向道路としたのである。
一方、駅東側については東灘小学校が立地しており通学
路となることから、一方通行区間としてゆったりとした歩
道空間を確保し、自転車の通行帯を設けるなど、歩行者の
安全性を重視したプランとしている。そして更に東灘小学
校から以東については、車道を雁行させるなど車の速度を
抑制する対策を講じることとしている。
（図３）
また、全域にわたって景観の向上を図るため、街路樹や
植栽帯を設けることを提案した。

写真３ 深江地区内のまち歩き
の様子

そして、基本的な考え方として都市計画道路（阪神沿北
側線）を含む一帯を『安心・安全で美しい暮らしのゾーン』
と考え、都市計画道路（阪神沿北側線）を「生活道路」し
て位置づけた。また、学校関係者、警察関係者との意見交
換を行い、平成 25 年 4 月には部会案として、①阪神沿北側
線と線路と交差する南北道路等に関する提案、②深江駅北
側の駅前広場に関する提案、③阪神電鉄高架下の利用に関
する提案、の３項目を基本に取りまとめた。

写真 4 学校関係者との意見交換

図３ 部会案『阪神電鉄沿いの道路等の関する提案』
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号)
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写真 5 警察関係者との意見交換

②駅前広場については、タクシーや送迎車の待合スペース
や駅利用者の休憩スペース、身体障がい者用の乗降スペー
スの確保などを盛り込んだ。
（図４）
また、③高架下の利用については拠点交番や自転車置き
場として活用し、まちの治安の向上や不法・迷惑駐輪の防
止を図ることとした。
（図５）

表２ 阪神連立関連まちづくり部会の主な取り組み経過

■阪神連立関連まちづくり部会の主な取り組み経過
平成 22 年 9 月 21 日

部会の設立

平成 22 年 10 月～

部会での検討
・事業内容の確認
・東西・南北交通／高架下の利用／深江駅周辺／
景観・植栽・緑化等について検討

平成 24 年 3 月 4 日

説明･意見交換会の開催
・説明内容：事業内容と今までの検討内容の説明
・参加者：60 名

平成 24 年 7～8 月

アンケート調査の実施
・調査項目：沿線まちづくりの目標
各ゾーンの方向性について

ほか

・調査対象：まちづくり協議会区域内の各自治会と
各種団体(婦人会、PTA、学校等)、
沿線近隣住民(鉄道から概ね南北 1 街区)
・回収率：75.9%
平成 25 年 3 月

阪神連立部会だより発行

図４ 深江駅北側の駅前広場に関する提案
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号）

・内容：部会の位置づけ・考え方、活動報告、
説明・意見交換会の報告、
アンケート調査結果報告
平成 25 年 4 月～

等

今までの取り組みを踏まえて、部会案を作成
・方針の検討
・各ゾーンや高架下利用、駅北側の整備計画(部会案)
の具体化
・学校、警察署等関係者との意見交換

平成 28 年 4 月～

各自治会で部会案を説明

平成 28 年 6 月 26 日

部会案の説明・意見交換会を開催（定期総会後）
・説明内容：阪神電鉄高架事業やそれに伴う事業の内容
・参加者：41 名(代議員・理事 38 名、その他一般出席者 3 名)

平成 28 年 10 月 17 日～ 部会案の配布、意見受付、沿道居住者アンケート調査
平成 28 年 11 月 1,6 日

部会案の説明会
・説明内容：部会案の内容、今後のスケジュール
・参加者：14 名

図５ 阪神電鉄高架下の利用に関する提案
(深江地区まちづくりニュース 第 27 号)

４．合意形成に向けての取り組み
本協議会の範囲は、深江連合自治会と同じ区域であり深
江地区全域となっている。また主な活動メンバーは、地区
内の単位自治会会長、ふれあいのまちづくり協議会、小学
校 PTA、小学校施設開放委員会、本庄婦人会、民生児童委
員、子ども会など、地域の住民活動団体を包括的にカバー
する形となっており、年一回の総会、月一回の理事会とそ
の下部組織として月一回の部会活動が行われている。
部会案をもとに、深江地区全体の住民提案としてオーソ
ライズするため以下のような取り組みを行った。
（表２）
まず、平成 25 年 3 月より「阪神連立部会だより」を定期
的に発行して単位自治会や地域活動団体を通じての周知を
図るとともに、平成 28 年 6 月には定期総会の場で意見交
換会を実施して部会案のブラッシュアップを行っていった。
そして、市への提案に向けて深江地区としての合意形成
を図るため、平成 28 年 10 月に阪神沿北側線沿道居住者と
事業者に対してアンケート調査を行った。
（図６）
また、
併せて 11 月には部会案を深江地区全域に全戸配布
して意見募集を行った。
（地区内の 6 箇所に回収ボックス
を設置して 14 件の意見を受け付ける）
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平成 29 年 2 月 21 日

臨時総会審議についての理事会承認

平成 29 年 3 月 21 日

臨時総会の開催

平成 29 年 3 月 30 日

神戸市住宅都市局に協議会案を住民提案として提出

【アンケート対象】

図６ 北側側道沿道居住者・事業者アンケート調査
(平成 28 年度深江地区まちづくり協議会臨時総会資料)

深江地区の範囲は、旧深江村（明治 22 年、合併により本
庄村に改組）に基づいており、連合自治会、婦人会、消防
団、神社奉賛会（だんじり祭り主催）等の地縁型の地域団
体の活動はこの範囲となっている。一方、後年に行政施策
の担い手として生まれた各種団体は小学校区が基本単位と
なっている。
深江地区には東灘小学校区と本庄小学校区が混在し、同じ
目的の団体でも「東灘○○会」
「本庄○○会」といったよう
に２つに分かれて活動している団体もある。深江地区全体
のコミュニティを考える際、これらは大きな課題となって
いる。
（図８）

図７ 北側側道沿道居住者・事業者アンケート調査結果
(平成28 年度深江地区まちづくり協議会臨時総会資料)

阪神沿線北側の住民、事業者を対象としたアンケートで
は、北側側道や南北道路の計画案については 87.1%、駅前
広場、高架下の利用に関する部会案については 90%を超え
る賛同を得た。
深江地区全域を対象とした意見募集では、14 件と数は少
なかったが（表３）のように、安全性やまちの活性化を求
める積極的な意見が目立った。
表３ 意見募集での主な意見（全14 件：平成 28 年 10 月 17 日～11 月14 日）
・双方向にしないでほしい（深江駅の西側、宝島池公園南側）
。
・夜も安全に通れるよう明るくしてほしい。
・自転車は車のところを通る方がよい、歩行者優先の道路ができればよい。
・できる限り植栽してほしい。
・高架下に、公民館・図書館、スーパー・飲食店・物販店などもほしい。
遊歩道があればよい。
・交番は大きく威厳のある、明るい建物にしてほしい。
等

また、アンケートや意見募集に加えて、11 月 1 日（火）
、
6 日（日）の 2 回、部会案の内容と今後のスケジュールに
関する説明会を本協議会の主催で開催した。筆者は説明会
の議長として会の運営に当たったが、計画案については概
ね同意を得るとともに、側道全体を一方通行にすることや
自転車専用レーンの設置、
交番に警察官を常駐させるなど、
更なる安全性を求める声が多かった。
これらの一連の手順を経て、平成 29 年 3 月 21 日に臨時
総会を開催し、本協議会における提案として議決するに至
った。そして、3 月 30 日には神戸市住宅都市局に対して深
江地区の住民提案として本案を提出した。
（写真６）

写真６ 神戸市住宅都市局へ住民提案を提出
（平成 29 年 3 月 30 日）

図８ 深江地区の活動団体とまちづくり協議会の構成

その中で本協議会は結成時に連合自治会の下部組織とし
て設立された背景があり、前に述べたように行政主導によ
る団体としては唯一深江地区全域をカバーするとともに、
多くの地域団体が本協議会に参画している。その意味で本
協議会が「①深江地区の包括的な地域活動団体」としての
性格を有しているといえよう。
また平成 11 年には復興まち
づくり提案、平成 22 年、29 年には地区計画の締結という
「②住民参加による合意形成」の経験を積んできた。さら
に神戸市まちづくり条例による認定団体であることから、
「③行政に対して住民提案」を行うことができる機能を有
している。
現在の深江地区は阪神間の交通至便な街として、マンシ
ョン開発が進み、地区外から移り住んだ若い子育て世代の
住民も多くコミュニティの希薄化が進んでいる。一方で高
齢化も着実に加速しており、高齢者や子供の福祉を目的と
した世代間交流や新旧住民の交流が地域課題となっている。
上記の「①～③」の特性を有する本協議会は、今後も深
江地区のプラットホームとして参加の機会をさらに拡充し、
多分野にわたる地域課題に対して横断的に取り組み、行政
と連携した地域自治を目指した住民組織としての発展が期
待される。
参考・引用文献

５．まとめ ～今後の本協議会の役割と展望～
今回の住民提案を受けて、神戸市では具体的な設計作業
や警察をはじめとする関係機関との協議に入って行く。そ
の過程で行政サイドからの逆提案や変更・修正に関しても
本協議会は深江地区住民の意見調整、合意形成の場として 1）神戸市都市整備部：としけいくミニニュース平成 29 年 4 月
2）深江地区まちづくり協議会：まちづくりニュース第 27 号
の機能を果たしていかなければならない。
深江地区には様々な地域団体が存在しており、コミュニ 3）深江地区まちづくり協議会：平成 28 年度臨時総会資料
ティを考えるときにはこれらの団体が果たす役割は大きい。
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ハノイにおける規範性をもつ空間から生まれるコミュニティの自律性についての考察
－ キムリエン集合住宅区を事例に －
（株）関西計画技術研究所
龍谷大学政策学部
１．はじめに
１−１ 研究の背景
ハノイ市の郊外には、Khu Tap The（通称 KTT）と呼ばれる
集合住宅区が多く存在する。Khu は area、Tap The は collective
や community という意味をもっている。これらの集合住宅区
は、1960 年代から主に社会主義国の援助によって建設された。
建設時からみて社会的背景は大きく変化しているが、
今もなお
活き活きとした居住空間として存在している。一方で、建設時
から約 50 年以上経過する集合住宅区においては、老朽化の問
題が浮き彫りになってきている。
また市街地から比較的近いエ
リアに位置するため、近年は再開発の対象にもなっており、積
極的に建て替えが進められようとしている。
集合住宅区は、安全面・衛生面の点から住環境として必ずし
も快適とは言えず、建て替えは不可避であるとも考えられる。
しかし、
集合住宅区はベトナムの社会主義全盛期におけるハノ
イの都市計画の痕跡を示す、重要な歴史的資源でもある。そし
て、60 年近くも活気あるコミュニティを紡いできた居住モデ
ルとしての重要性は大きい。したがって、それら集合住宅区の
価値を抽出しておくことは、
都市の記憶の継承の観点からも意
義深いと思われる。社会状況が著しく変化する中で、ハノイの
集合住宅区が都市の居住空間として活躍し続けることができ
た理由は何なのであろうか。

吉田 智美
阿部 大輔

分（いくつかの住棟等）を扱ってきており、集合住宅区全体を
対象としそこで展開されている活動の調査を通して団地とし
ての特性を見いだそうとする点に特徴がある。

１−４ 調査の方法
本研究では、キムリエン集合住宅区を対象として選定する。
理由として、ハノイに存在する集合住宅区の中でも 1960 年代
に建設された初期のタイプ３）であることから、当時の集合住
宅区建設にあたってのモデルの一つとして重要視されていた
と推測できること、
また現在建て替えが進められているにも関
わらず、居住の実態の把握が未着手であることが挙げられる。
今回は、
ハノイの集合住宅区の空間的特徴として１階部分の
店舗の構成と、棟間に設けられた広場での活動に着目し、調査
を行った。
（2016/8/9～8/24）また、集合住宅区内でインタビュ
ー調査（2016/818～8/24）
）を行い、空間の使い方や集合住宅区
の建て替えに対しての住民の認識を把握した。
２．ハノイと集合住宅区の概要
２−１ ハノイの概要
ハノイは 10 区 18 県１市社から成り立っている。人口は約
722 万人（2015）４）である。人口が約 815 万人（2015）４）の南
部のホーチミンに比べると都市機能の先進性に欠けるが、
近年
では大型ショッピングセンターやニュータウンの建設が活発
であり、都市の景観は大きく変わりつつある。
ハノイの都市空間には、
ハノイの歴史の積み重なりが現れて
いる。旧市街を取り囲むように、フランス植民地時代に整備さ
れたグリッド状の新市街が広がっている。
旧市街は伝統的に商
業地であり、
新市街はフランス植民地時代に総督府が置かれる
など行政機能の集積地であった。さらに周辺のエリアは、人口
増加を受け、
社会主義諸国の支援によって開発が進められたエ
リアであり、
本研究が対象とする集合住宅区はこのエリアに多
く立地している。さらに郊外は、新興住宅地なども建ち始める
新しいエリアで現在も開発が進んでいる。

１−２ 研究の目的
計画を持ってつくられた、
画一的なデザインのハノイの集合
住宅区であるが、その空間の使い方は極めて多様である。同じ
デザイン・意図をもってつくられた空間の中で、様々な空間の
使いこなし方が生まれているという現象は、
日本の集合住宅で
は一般的ではないように思われる。
ハノイの集合住宅区に見ら
れるような、意図されたものとは異なる人々の暮らし方、計画
をこえる空間の使われ方は、50 年以上に渡って、都市の居住
空間として維持され続けた理由の一つであるかもしれない。
ま
た、そこには“東南アジアらしい雑多さ”というだけではない秩
序や空間の構成との関係性があるのではないだろうか。
本研究
２−２ 集合住宅区の概要
では、
このような集合住宅区の特性をコミュニティの自律性と
インドシナ戦争が終結した頃には、
住宅不足が深刻な問題に
して捉え、
調査を通してそれらを見出すことを目的としている。
なっていた。ハノイ政府は大規模な住宅開発を行い、増加する
人口に対応しようとした。
この頃の住宅政策は最大限に取りを
１−３ 既往研究の整理
１）
利用しようとする一方、
そこにかけるコストは最小限に留めら
ハノイの集合住宅についての研究としては、山田・藤江ら
の建て替えに向けた改善手法に関する一連の研究や、河田・篠 れ、機能の低い、単調で画一的なスタイルの集合住宅が大量に
崎ら２）のハノイの都市住宅に関する一連の研究などが代表的 建設された。また、低い家賃は住居のメンテナンスや補修には
である。また、Tri３）による研究では、集合住宅区の建設理念 不十分であった。これらの状況が、後に集合住宅区の急速な退
や周辺地域との関係性などの視点からハノイにおける集合住 化にもつながっていく５）。
宅区の位置づけについて述べられている。
ベトナムの都市計画は旧ソ連などの社会主義国の影響が強
キムリエン団地を対象とする先行研究は集合住宅区の一部
い６）。集合住宅区も、社会主義諸国の計画理論を下敷きに建設
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されたものが多い。
集合住宅区の計画においては旧ソ連のミク
ロライオン理論が計画に取り込まれた７）。各エリアは外周道路
によって囲まれ、
その中に公共施設や市場を備えた集合住宅区
が建設された。
集合住宅区では住民による違法増築が多く行わ
れており、建設から 50 年以上建つものなどは、老朽化の問題
が浮き彫りになっている。又貸しも多く、所有形態の把握がな
されていない場合も多い(1)。

３．キムリエン集合住宅区における実態調査
３−１ キムリエン集合住宅区の概要
キムリエン集合住宅区は 1960 年代に北朝鮮を始めとする社
会主義国の支援で建設されたものであり、
ドンダー地区に位置
している。ハノイにおける集合住宅区の初期のタイプで、行政
職員や国営社員の社宅として建設された。
他の多くの集合団地
と同様に、ミクロライオン理論を基に、住宅と並行して教育施
設なども整備された。面積は 30ha を超えており８）、ハノイに
存在する集合住宅区の中でも比較的大規模なものになってい
る。キムリエン集合住宅区の東側にはキムリエン湖があり、湖
と集合住宅の間には戸建て住宅が密集している。
キムリエン湖
のさらに東側には Phuong Mai 集合住宅区が位置している。
キムリエン集合住宅区は、現在 B 棟と C 棟から構成されて
いるが、建設当時は A 棟も存在していた。住宅は 1966 年の時
点で 22 棟、1974 年でさらに 10 棟、1986 年にさらに 3 棟が建
設された。近年では、キムリエン集合住宅区が面する通りの中
で一番大きい、Pham Ngoc Thack 通りに面した B4、B7、B10、
B14 の 4 棟の建て替えが、ソンホン建設株式会社（Incomex）
によって行われている。
この建て替えはハノイにあるその他の
旧式の集合住宅の建て替えモデルとして注目された。

立っている。To Dan Pho（以後 TDP）とは、わが国の町内会組
織に相当する地域組織であり、
集合住宅区以外でも一般的に見
られる。TDP にはリーダー役がおり、定期的にミーティング
などが行われ、公共空間の使用方法やイベント時の対応など、
コミュニティの様々なルールが決められる。
住民へのインタビ
ューによれば、TDP によって参加度合いやミーティングの内
容、回数等が異なる様である。本研究では、ゲートや掲示板の
記載と、住民へのヒアリングから、各棟が所属する TDP を特
定した。いくつか特定できない棟があったが、把握できた TDP
を見ると、
キムリエン集合住宅区では広場を挟んだ向かい合う
2 つの棟で構成される場合が多かった。
表－１ キムリエン集合住宅区におけるTDP の構成
棟番号
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B７（old)
B7(new)
B8
B8a
B8b

TDP
1
2
2
4
4
6
1
-

棟番号
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B15b
B16
B17
B18

TDP
6
8
8
10
10
10
12
12

棟番号
B19
B20
B21
B22
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

TDP
12
13
14
19
19
19
21
21
22
24

棟番号
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C13b
C14
C15

TDP
23
22
23
25
25
24
24

図－２ キムリエン集合住宅区における TDP の構成（エリア①）

３−３ 店舗調査
集合住宅区の大きな特徴として、
一階部分の店舗利用が挙げ
られる。今回は、キムリエン集合住宅の一階部分、もしくは一
階部分に付着した形で増築された部分にある店舗の用途を調
査した。
また、
調査時に発見できた露店についても拾い上げた。
調査にあたっては、B1～B14 をエリア①、B15～B20 をエリア
②、C1～C15 をエリア③とした。
調査の結果、エリア①では 320 店舗中 97 店舗が衣料品関係
で最も多く、全体の約 30%を占めていることが分かった。次
いで、飲食店が 84 店舗見られた。エリア②では、68 店舗中、
飲食店が 32 店舗で約半分を占めている。エリア③では、212
店舗のうち 72 店舗が飲食店であり、全体の約 34％を占めてい
る。エリアごとに大きな差異は確認できなかったが、建て替え
が進みつつあるエリア①ではコンビニエンスストアやファス
トフードなどのチェーン店が見られた。一方でエリア③では、
エリア①には無いような生鮮食料品を売る露店などが多くな
っている。このことから、建て替えが進むことによって、店舗
の種類にも変化が出てくる可能性があることが分かった。
また、特徴として、飲食や生鮮食料品の店舗や露店は面的に

図－１ キムリエン集合住宅区
（出典：Ministry of Natural Resources & Environment(2005)に筆者加筆）

３−２ キムリエン集合住宅区のコミュニティ組織
キムリエン集合住宅区では、To Dan Pho が 2～3 の棟で成り
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集積し、
集合住宅区内部に市場的空間を生み出していることが である。商業空間として利用されている場合には、隣接する棟
分かった。一方で、衣服店の集積は特にエリア①において、集 の１階が飲食店であることが多い。また、通り沿いの店舗に広
合住宅区周辺に線的に集積していることが分かった
（図－５）
。 場の端側のスペースが侵食されている例も多く見られた。
最後に、広場の立地である。商い活動が行われていなか
表－２ 店舗調査結果
った広場の多くが、
それぞれのエリア内の端に位置している広
商店
食品
食品
場であった。
これは、
店舗調査で明らかになったエリア内部の
飲食
衣料品
美容
チェーン店 その他
不明
（日用品）
（加工） （生鮮）
エリア①
84
97
14
39
17
0
3
22
44
空間に露店が多く位置していることとも関係すると考えられ
エリア②
32
2
5
5
4
2
0
2
16
る。このことから、広場の立地条件によって商い活動を誘発す
エリア③
72
28
23
14
17
11
0
15
32
る強度が変わってくるのではないかと推測できる。
表－３ 広場調査結果

図－３ 衣服店の集積

図－４ 市場的空間
： 同業の店舗

３−５ 居住者の生活環境への意識調査
本研究ではキムリエン集合住宅区の居住者および元居住者
19 人にインタビューを行った（表－４）
。質問内容は、①基本
情報（年齢、居住する住棟、居住年数、家族構成など）
、②キ
飲食・生鮮食料品
衣服の店舗の集積
ムリエン集合住宅区は過去と比べてどう変化したか、
③キムリ
の店舗の集積
エン集合住宅区に住んでいるほかの居住者のことは知ってい
るか、④コミュニティ（TDP）によるルールは知っているか、
図－５ キムリエン集合住宅区でみられた同業者の集積
⑤公共空間の使い方についてどう思うか、
⑥キムリエン集合住
宅区を建て替えることについてどう思うか、の 6 項目である。
３−４ 広場調査
インタビュー調査の結果から、TDP の活動はリーダーの意
キムリエン集合住宅区内の広場の利用実態を調査した。
今回
調査の対象としたのは、
住棟間に計画的に設置されたものを指 向に決まることが大きいが、住民の TDP への参加度や帰属の
す。広場では多様な使い方が見られたが、利用方法は主に 5 意識にばらつきがあるということが分かった。また、キムリエ
学校や市場での買い物
つのパターンに分類することができた。また、広場空間の利用 ンで育った若者や子どもを持つ母親は、
男性や高齢者よりも日常的に他の住民と関わる機会が多
についてのルールや禁止事項の掲示についても把握した。
利用 など、
コミュニティの重要性を感じている人が多く見受けら
方法としての主なパターンは①商いの場、
②バイクの駐車スペ いため、
ース（5 台以上固まって止まっている場所とする）
、③洗濯物 れた。その結果から、キムリエン集合住宅区においては、市場
コミュニティの中で人
干場、④遊具を設置した遊び場、⑤その他（物置、舞台の設置 などの日常生活に関わりの深い場所が、
と人とが関係を築くにあたって、
重要な場所になっているとい
など）である。
調査の結果、ほとんどの広場が単一的な用途ではなく、商業 うことがわかる。過去との変化については、増築が増えたとい
と遊び場というような複数の用途で使われていることが分か う意見や、商いの増加や種類の変化などが多く挙げられた。住
近年住民の入れ替わりが激しくな
った。また、広場の使い方を決める要因として以下の 3 点が挙 民間の付き合いについては、
ったことから、
近隣住民を把握することが難しくなったという
げられる。まず、TDP によるルールである。内容の多くは、
商売や駐車などの私的な活動の抑制や衛生面での注意である。 意見が多かった。特に高齢者の住民は、昔に比べてコミュニテ
集合住宅区の建
ルールの掲示がある広場でも、
商い活動等が行われている箇所 ィが希薄化しているという意識を持っていた。
があり、ルールが必ずしも守られているわけではないが、それ て替えに関しては、安全面・衛生面から賛成する人々がいる一
が順守されている広場もあるため、
使い方を決める要因として 方、人との関係性の希薄化、強い管理体制による自由度の減少
を理由に反対する人々もいた。しかし、全体的に建て替えその
挙げられる。
次に、隣接する棟の一階店舗、面している通りの店舗の用途 ものが不可能であるという意見が多かった。
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表－４ 主なインタビュー結果の概要
性別

年齢

居住棟

居住年数

主な意見
この２～３年で環境が大きく変わった。住人ではない人が店を開くこともある。学校や市場がコミュニケーショ
ンをとる重要な場所になっていた。

1

女性

20代

C13

15年

2

女性

25歳

B18

25年

3

女性

20代

C11

生まれてからずっと

4

男性

81歳

B7

60年

5

女性

60歳

B10

6ヶ月

6

女性

87歳

B8

55年

7

女性

-

Bエリア

8
9

女性
女性

50代
50代

Bエリア
B3

5年
5年以上

10

男性

60歳

B8

20年

11

男性

53歳

B9

50年近く

12

女性

53歳

B8

50年近く

13

女性

62歳

B7

60年近く

昔からあまり変わっていない気がするが、若い子のことはわからない。

14

男性

41歳

B8～B9

12年

建て替えには賛成。今は行政の補助が不十分であると思う。

15

女性

34歳

B12

２年

広場の整備が行われたけど、遊具がないため、ただの空き地のようになっている。駐車場や洗濯物干場でし
かない。

16

男性

72歳

B12

50年近く

開発が率先して行われるのは、いつも大通り沿いだけだと思う。

17

女性

50歳

B12

30年

古い住人のことはよく知っているけど、新しい人はわからない。集合住宅区は環境がよくないので、再建が必
要。

18

男性

89歳

B12

50年近く

長く住んでいる人のことは知っている。広場は運動ができていいと思う。

19

女性

20歳

B18

20年

昔はもっと静かだった。決定的なルールはないが、慣習的なものはある。キムリエンのお店には、居住者以外
の人もたくさん来る。

TDPのミーティングを毎月決まった日に行っているが、来ない人もいる。コミュニティの性格はTDPのリーダー
によって大きく変わる。大きなマンションにはないコミュニティの関係性があると思う。
Cエリアはコミュニティが強いと思う。C11とC12に一つのTDPになっていて、その中に老人会や女性会があ
る。TDPでお金を集めて公園を整備している。
昔は最上階に住みたがる人が多かったが、今は店が出せるので、１階の価値の方が高い。
最近、生まれた孫の面倒を見るために引っ越しをしてきた。建て替えられたB10 にはオープンスペースがない
ので、他の棟の広場まで遊びに来る。
住民の入れ替わりが激しいので新しい住民のことが全然わからない。前はもっとビジネスのために広場が使
われていたが、リーダーの意向で子供のために整備された。

-

B8の露店（飲食）で休憩をしている。
自分の住んでいる棟の近くの広場で、露店（飲食）を５年間やっている。
B3に住んでいるが、B８の広場で５年以上露店（飲食）をやっている。
年寄り同士は知り合いであることが多いが、この10年くらいで移ってきた人の事はよくわからない。若者は職
場と家の往復だけ。
昔はもっとコミュニケーションもオープンであったが、最近は閉鎖的になってきた。
広場は以前はビジネスにしか利用されていなかったが、リーダーが頑張って子どものために使われ始めてい
る。新しいマンションはルールが厳しそうで住みたくない。

４．おわりに
3 つの調査の結果から、集合住宅区の一見無秩序に見える空
間の使い方だが、
店舗の集積には一定の特徴があるということ
が分かった。計画的な集合住宅区の空間の中で、市場的空間の
醸成や同業者の集積など、計画で意図されてはいない、自律的
な空間の使われ方が存在することが明らかになった。しかし、
大通り沿いにはチェーン店などの、外部性の高い店が集まり、
内部には住民の日常に近い用途が集積しているというように、
道路で外部空間との境界線をつくるという計画の意図にとも
なったものにもなっている。
キムリエン集合住宅区の人々は、
計画的につくられた広場や
TDP のルールの持つ規範性がある中で、空間に自分たちの暮
らしに必要な要素を取り入れ、
自分たちの生活スタイルに合わ
せながら使いこなしており、そこには、ソ連型の計画理論とそ
こから生まれる空間の規範性にそのまま適応するのではなく、
その構成を軸に、
うまく空間を使いこなしてきた住民たちの自
律性があると言える。
また、今回の調査では、建て替えが進められている現状に加
えて、集合住宅区内の店舗の種類の変化や、居住者ではない
人々による店舗経営が現れてきていることが分かった。今後、
ハノイの都市化が進むにつれて、
集合住宅区にどのような影響
があるのか、
今回の調査結果と比較しながら調査を進めていく
必要がある。

【補注】
(1)住民からのインタビュー調査による
【参考文献】
1) 山田幸正,藤江創,チャン・ティクェハー,西田司（2005）
「チュントゥ団地
およびキムリエン団地の居住状況について ベトナム・ハノイの団地型集
合住宅の改善手法に関する調査研究 その１」
『日本建築学会大会学術講
演梗概集』pp23-24
2) 河田彩子,花里俊廣,篠崎正彦,友田博通（1999）
「集合住宅団地における増
築の発生メカニズム ベトナム・ハノイにおける都市住宅に関する研究
その５」
『日本建築学会大会学術講演梗概集』pp11-12
3) Bui manh tri（2005）
『ハノイ市においてドイモイ政策導入以前に供給され
た集合住宅団地の再生に関する研究』
大阪大学大学院工学部研究科修士論
文
4) ベトナム統計局ホームページ
http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=491（2016./10/23）
5) Trinh Duy Luan, Nguyen Quang Vinh（2001）
「Socio-economic impacts of “DOI
MOI” on Urban housing in Vietnam,」
pp51-75，
Social Sciences Pubulishing House
『市場経済移行期の社会主義国における都市計画制度改
6) 松村茂久（2014）
善プロセスに関する研究 ベトナムにおける適用状況を中心として』p1
大阪大学大学院工学研究科博士学位論文
7) 大田省一（2013）
「ベトナムにおける社会主義型都市計画の受容」
『日本
建築学会大会学術講演梗概集』pp485-486
8) 松村茂久（2015）
「ベトナムの大都市における居住環境の現状と課題につ
いて」区画整理、7 月号、pp.2-5
9) Hans Schenk, Trinh Duy Luan（2001）
『Shelter and Living in Hanoi1』Cultural
Publishing House

76

高齢社会における地域施設を梃子にしたコミュニティ形成に関する研究
―大阪市旭区・北区をケーススタディとして―
大阪工業大学大学院
（株）鴻池組
住友電設（株）
大阪工業大学工学部

1．はじめに
わが国では、世界に類を見ないスピードで超高齢化社会
へ突入する。今後の人口減少と高齢者世帯、特に単身高齢
者等の増加が進行することはほぼ確実であると考えられる。
さらに高齢化により増大する日常生活への支援よりニーズ
に対応するには、地域での支え合いが大切になると考えら
れる。この方策として、不特定多数で多様な利用と広く分
散配置している地域施設の存在に着目しこれの活用による
人々の新たなつながりを創出することが今後の課題である
と考える。そこで、本研究では、地域施設（以下各種店舗）
のうち小売店舗に着目しその利用・活用と高齢者のふれあ
い機能の実態を調査することにより安心なまちづくりに対
する役割を明らかにすることを目的とする。
方法は関係資料の収集、整理のほか大阪市旭区・北区（以
下対象地区）に住む高齢者を中心に聞き取りによるアンケ
ート調査（１）を行い、日常生活に利用頻度が高くなじみの
深いよく利用する各種店舗での地域社会とのつながりや友
人等のつながりがあるのかを調査し、また施設選択要因に
このようなふれあい機能が影響しているのかを調べた。な
お、アンケート調査は 60 才以上の住民を対象としており、
本稿では高齢者と表現した。
2．各種店舗の立地動向
大阪市の卸小売業の事業所数 1）は 1994 年 78,778 件
（2014
年 52,474 件）北区と旭区はそれぞれ 1994 年 7,859 件（2014
年 6,802 件）
、1994 年 1,980 件（2014 年 982 件）であり著し
く減少している。今回の作業で得たデータ２）でも旭区・北
区共に 1992～2015 年で個人商店が減少しておりスーパー
マーケット（以下スーパー）
、コンビニエンスストア（以下
コンビニ）が増加している。大きく増加したのはコンビニ
であり旭区で 23 件増加、
北区で 101 件増加という結果にな
った（表－１）
。対象地区で最も減少が大きかったのは個人
商店である。
この消失した個人商店の跡地利用を整理した。
北区では、住宅（16.7％）
、共同住宅（２）（24.7％）への利用
が多数を占めている。旭区に関しても同様の傾向で住宅
（44.0％）共同住宅（24.0％）となっている（図－1）
。住宅
に変わった件数が多い理由は、店舗併用住宅が多く店をた
たんで住宅のみになったという場合が多いためと考えられ
る。

原田
今西
船引
岩崎

健司
玄大
一希
義一

表－1 各種店舗の実数

コンビニエンスストア
個人商店

100件
90件
80件
70件
60件
50件
40件
30件
20件
10件
0件

1992年
6
4
19
8
243
108

北区
旭区
北区
旭区
北区
旭区

スーパーマーケット

2015年
19
13
120
31
53
18

90
70
58

55
37
18

25

33
22

18

20

4
共同住宅

住宅
北区

飲食店
旭区

その他

対象地区

図－１ 対象地区の消失した個人商店の跡地利用
対象地区の個人商店がどのような分布をしているか GIS
を用いて地図に表した。北区において消失した店舗が多く
見られた地区は、大淀、中津、中崎町、天満、西天満、天
神橋等でかつて商店街を形成していた地区である。また、
1980 年の大阪市建物用途別土地利用現況図 3）から建物用途
の状況を見ると販売商業施設に分類される商業施設が比較
的広く分布している地区である。残存している店舗はまば
らで分散立地の様相を呈している。旭区において消失した
店舗が多くみられる地区は、北区と異なりまばらであり、
残存している店舗が多くみられる地区は高殿、生江、大宮
と古くから規模の小さな商店街の存在している地区である
（図－2,3）
。

凡例

消失店舗
残存店舗

図－2 GIS 個人商店の立地分布図 （北区）
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個人商店
コンビニ

北区

スーパー

北区

12

旭区

15

1

25

17

北区

0

20

16

旭区

旭区

15

5

38
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図－6 対象地区別の利用頻度
（9.3 日/回）
、個人商店（11.6 日/回）という結果になった。
このことからスーパーが高齢者の生活に密接に関わって
いることがわかる。
3-2.各種店舗の利用動向
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GIS 個人商店の立地分布図 （旭区）
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図－7 対象地区別の交通手段
対象地区の店舗別にみた利用交通手段の構成比を示してい
る（図－7）
。これよりいずれの各種店舗においても自動車・
公共交通機関の利用率は低く高齢者にとって買い物という
目的では徒歩・自転車が主要な交通手段となっていること
がわかる。地区間で比較すると、北区では徒歩で店舗を利
用すると答えた人が最も多い結果となった。旭区は自転車
で地域施設を利用すると答えた人が多い結果となっている。
各種店舗選定の際に重視する条件を示している
（表－2）
。
スーパーに関しては
「移動距離が近い」
の意向が最も高い。
次にコンビニでは「移動距離」の意向がスーパーよりもさ
らに高くなっている。個人商店では、
「ふれあい」の意向が
高いという結果が出ている。各種店舗で利用する際の重視
する条件が変わることがわかった。
表－2 対象地区別の各種店舗利用の際重視する条件
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図－4 北区の店舗集積にかかる適合度検定結果
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図－5 旭区の店舗集積にかかる適合度検定結果
さらに店舗立地の集積のタイプを適合度検定（３）により
判定した（図－4,5）
。北区では全店舗で分散型、消失店舗
で集中型、残存店舗で分散型という結果になった。分散立
地であった店舗が集中的に消失しその結果としてランダム
型に近い分散型となった。旭区では全店舗で分散型、消失
店舗で集中型に近いランダム型、残存店舗で集中型という
結果になった。分散立地であった店舗が概ねランダム型に
消失し残存した店舗は集中型の分布となった。
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移動距離 ふれあい 値段が安 充実さ
が近い
い
スーパー

3.各種店舗の利用特性と要因
3-1.各種店舗の利用頻度
対象地区の店舗別利用頻度の構成比を示している（図－
6）
（□内の数値は回答件数）
。ここで、各種店舗の利用頻度
は、
「毎日」はスーパー、コンビニ、個人商店の順、
「週 1
～2」はスーパー、コンビニ、個人商店の順、全体で「月 1
～2」は個人商店、コンビニ、スーパーの順で高い結果が
みられる。地区間で違いは見られない。各種店舗の使用頻
度の期待値を算出するとスーパー（4.6 日/回）
、コンビニ
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図–9 店舗内休憩等対流スペースの例

4.各種店舗に対するふれあい拠点としての期待
4-1.各種店舗の利用頻度とふれあい
対象地区で各種店舗の利用頻度と会話の程度の関係では
スーパーでは両地区共に「週 1～2」
、
「毎日」
、
「月 1～2」の
順で利用されており、頻繁に利用する人ほど会話の程度が
大きくなると答えた人が増えていることがわかった。
また、
会話の程度が大いにあると答えた人が「月 1～2」利用して
いると答えた人は両地区でもいなかった。コンビニでは、
「週１～2」
、
「月 1～2」
、
「毎日」の順に利用されており、
会話の程度と利用頻度の関係はスーパーのような傾向は見
られず、
「月 1～2」と「毎日」利用していると答えた人は
会話の程度が大いにあると答えた人が多いが、
「週 1～2」
では大いにあると答えた人が「月 1～2」に比べて少ない。
また、個人商店では、
「週１～2」
、
「月 1～2」
、
「毎日」の順
に利用されており、北区では毎日利用していると答えた人
は居らず、
「月 1～2」と「週 1～2」と利用頻度が少なくて
も会話をしていると答えた人が多い。このことから高齢者
が各種店舗の中で一番頻繁に利用しており、利用頻度が多
くなるほど会話の程度が大きくなるスーパーが会話の程度
と関係が強いことがわかった（図－8）
。

また、対象地区の休憩スペースの印象と会話の程度の関
係では、スーパーとコンビニともに休憩スペースの設置を
求むと答えた人が多くなっており、休憩スペースの設置を
求めている人ほど会話の程度が大きくなっていることがわ
かった（図－11）
。
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図－10 地区別：各種店舗の休憩スペースの使用頻度と
会話の程度の関係
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図－11 地区別：各種店舗の休憩スペースの必要性
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図－8 地区別：各種店舗の利用頻度と会話の程度
の関係

5.住民の各種店舗への潜在意識
各種店舗を利用するときの選択要因の中に潜在意識があ
るのか。また、それがどのように働いているのかをコレス
ポンデンス分析であらわした。コンビニは距離や、充実さ
等の利便性が求められており、70 歳未満が頻繁に利用する
傾向があるが、ふれあい拠点としての役割は低い。個人商
店では 70 歳以上が利用する傾向にあり、近い、安い等の利
便性と接客という会話（ふれあい）の点がほぼ同位置にあ
る。これは、利便性を求めて利用している人でも潜在意識
として個人商店にふれあい拠点としての役割を期待してい
ると考えられる。また、スーパーでは近い、安い等の利便
性の選択要因がコンビニ寄りなっているが、接客を重視し

4-2.店舗の休憩等対流スペースによるコミュニティ形成
対象地区のスーパーとコンビニでの休憩等対流スペース
（図－9）の使用頻度と会話の程度の関係を見ると、両地区
ともにスーパーでは休憩スペースを使用しないと答えた人
が多かったが、休憩スペースを使用すると答えた人のほう
が、会話の程度が大きくなるという結果が出た。コンビニ
では、両地区ともに休憩スペースを使用しないと答えた人
が多い。旭区では、休憩スペースを使用すると答えた人の
ほうが、会話の程度が大きくなるという結果が出たが、北
区ではその関係は見られなかった（図－10）
。
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ている人は個人商店寄りに点がある。このことからスーパ
ーは高齢者の潜在意識の中でコンビニと個人商店の中間に
位置するものであり、コンビニよりも利便性を求めている
人でもふれあい拠点としての役割を期待していることわか
った（図－12）
。

ふれあいが希薄になっている今、日常生活で利用する店舗
利用の面からふれあいを自然に発生させる手段として、
「①
店舗での休憩等対流空間の設置」が有効であり、安全に高
齢者の地域施設へのアクセスを確保するための手段として
「②高齢者の安全を考慮した自転車の普及促進、利用の安
全を考慮した道路の整備」が、都市計画上の課題となって
いる。
【注釈】
（1）アンケート調査の概要
周辺住民に街頭で読み上げ、答えてもらった。または、記入してもら
った。
配布日/回収日・件数（177 件）
北区：2016 年 10 月 24 日、25 日、28 日、31 日、11 月 8 日（80 件）
旭区：2016 年 10 月 19 日、21 日、24 日、26 日、11 月 30 日~12 月 7 日

図－12 各種店舗の利用頻度と選択要因・会話の
程度のコレスポンデンス分析

（97 件）
（2）共同住宅 宿泊・就寝系 2 戸以上の住宅。各住戸内に各々1 以上の
居室・台所・便所が必須。共用の廊下・階段が必須 建築基準法
（3）適合度検定 （カイ２乗検定）最短間隔による実測値をランダム

6．まとめ
本研究で以下のことを明らかにした。
・対象地区での各種店舗の増減は、共に個人商店が減少し
ておりスーパー、コンビニが増加、特にコンビニの増加が
大きかった。
・分布特性から旭区では不規則に個人商店が消失し残存店
舗は特定の地域に集中していることがわかった。
北区では、
都市開発などにより規則的に個人商店が消失し不規則に個
人商店が残存したことがわかった。
・各種店舗の利用頻度は、スーパーは「毎日」が多く個人
商店は「月 1～2」が多かった。コンビニはスーパーと個
人商店の中間に位置することがわかった。
・交通手段につ
いては、いずれの店舗においても徒歩・自転車の利用率
が高くなっている。
・各種店舗利用の際重視する条件としては総じて「移動距
離が近い」が高い。特にコンビニにおいて高い。
・各種店舗の利用頻度と会話の程度（ふれあい）の関係は
スーパーではこの関係が強くあてはまるもののコンビニ、
個人商店は明瞭に見られない。
・また休憩スペースを使用すると答えた人のほうが、会話
の程度が大きくなることがわかり、店舗に休憩スペース
の必要性をあげた回答が多いことがみられる。
・各種店舗を利用する際の高齢者の潜在意識として、コン
ビニは、‘利用時の合理性’、個人商店は、‘人間的なぬく
もり’スーパーはコンビニと個人商店の中間に位置し‘買
い物の利便性’が関係しているとみられる。
個人商店は「ふれあい」が高く他に比べ「ふれあい」を
求めていると考える。
各種店舗の利用頻度の増加、日常生活でのふれあいに休憩
スペースが大きく関わっていると考える。
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分布モデル（ここでは、乱数による 80 個のデータを 20ｃｍ×20ｃｍの
スペースに付置し、これをランダム分布としたもの）と比較すること
−5

により判定する。Ｘｊ= √

8×１０
𝑚𝑖

×5×Ｘ𝑖 を用いた。

〈主要な記号〉

Ｘｊ：施設間を中心として空間を同心で分割する際の半径
（Ｘｊ＞Ｘｊ-1、
ｊ=1,2,3・
・
・）
Ｘ𝑖 ：乱数表での施設間最短距離の測定値
𝑚𝑖 ：施設密度（個/㎡）
【参考資料】
1）事業所統計、大阪市 HP（統計情報より）
2）ゼンリン住宅地図 北区 旭区（1992 年）
（2015 年）テナントなど
雑居ビル等の入居を除く単独立地のみを対象とした。
3）大阪市建物用途別土地利用現況図（1980 年）

神戸市・塩屋地区における住民主導による景観保全の実践構造
神戸市立工業高等専門学校専攻科 都市工学専攻 松浦 夏広
神戸市立工業高等専門学校 都市工学科 高田 知紀
1．研究の目的と背景
本研究の目的は，
「住民主導によりまちの伝統的景観を保
全することは可能か」という問いに答えることである．こ
の問いに対して，実際に住民主導による景観保全活動を展
開している神戸市・塩屋地区の取り組みを分析し，
「可能で
ある」という答えを導き出すための景観保全の実践構造概
念モデルを提案する．
平成 16 年に公布された景観法により地方自治体が定め
る景観条例に実効性が持たされ，地域独特の景観や風土の
保存を目指したまちづくりの動きが推進されていった．一
方で各自治体におけるまちづくりの手法としては，行政が
主体となって提案，
計画を行うのが通常である．
そのため，
保存の対象となる地区の住民の意見が十分に反映されない
状況が存在し，合意を得られず計画が進められてしまう事
態が発生する場合もある．
このような状況に対して現在は住民が主導となるまちづ
くりを進めている地域が増加しており，これらの制度を活
用しながらどのように地域の景観保全を行っていくかが問
題となっている．
本研究では神戸市垂水区塩屋地区を対象に景観保全に関
する活動について調査を行う．塩屋地区は細い路地や坂道
が多い地形，神戸港開港後に貿易商の別荘地となった影響
による異人館群などが景観的な特徴として挙げられ，2006
年より地域の文化・歴史資源の掘り起こしと共有などを目
的とした住民主導によるまちづくり団体「塩屋まちづくり
推進会(以下，推進会とする)」が地域の景観保全に貢献して
いる．
2．既往研究と本研究の位置づけ
住民主導による景観保全を対象とした研究では，久保ら
の住民主導によるまち並みルール作りの機能と行政の支援
のあり方について述べたもの 1)や藤本の景観行政を中心と
した景観づくりの現場の問題点とその解決策を考察し，住
民と行政が一体となった住民主導型の
「景観プロデュース」
2)
を提案しているもの などがある．
本研究では以上の先行研究をふまえながら，2006 年より
住民主導型の景観保全活動が行われてきた塩屋地区を対象
地とし，その手法を明らかにすることによって住民主導に
よる景観保全活動の新たな知見を得ようとするものである．
3．研究の方法
研究の方法としては，塩屋地区を研究の対象地として文
献調査により推進会の設立の背景や現在までの活動，
地形・
歴史的背景などから現在の景観特性の成り立ちについて考
察する．また，他の地区との比較を行い塩屋地区のまちづ
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くりの特性も調査する．さらに，実際にまちづくり活動が
行われているイベントや話し合いの場に参加し，関係者に
ヒアリングを行うことで，これからの塩屋地区での景観保
全の取り組みについて考察し，そのプロセスや仕組みを理
論化する．
(1) 文献調査
はじめに塩屋地区のまちづくりの特性を調査するために
神戸市内で同じ異人館街を持つ北野町・山本通地区との比
較を行う．比較を行うための資料としては「異人館街のあ
る町並み北野・山本：神戸市北野町山本通重要伝統的建造
物群保存地区・20 周年記念 3)」を用い，塩屋地区と北野町・
山本通地区においての行政の働き，住民団体の働き，まち
づくりに関する補助金，建築制限の面から比較を行い，両
者の違いから塩屋地区のまちづくりの特徴を考察する．
次に，神戸市垂水区の郷土史である「垂水百年のあゆみ
4)
」と「垂水郷土史 5)」
，推進会より発行されている「塩屋見
聞録 1995-20156)」
，推進会の HP より公開されているニュ
ースレターを用いて塩屋地区の歴史的背景や地理的特性，
住民主導によるまちづくり活動の取り組みや意義などのフ
ィールドとしての特性に関しての調査を行う．なお，
「塩屋
見聞録 1995-2015」とは昔の塩屋地区を知る住民をゲスト
に迎え当時の暮らしや文化を語り合うトークイベント「徹
公の部屋」や，昔の塩屋地区の様子を語ってもらいながら
まちの散策を行う「徹公の部屋」の連載ウォーキング企画
である「塩屋マチアルキ」の記録を基に，かつてのまちの
姿を記録し地域資産として活用する運動を資料化し 2016
年 3 月に推進会より発行されたものである．塩屋地区の歴
史，地形図から見た移り変わりや，1995 年の地図と 2015 年
の地図の比較を行うなど地域内での継承すべきまちの将来
像の共有のための基礎資料として活用されている．

図- 1 塩屋見聞録 1995-2015

(2) ヒアリング調査
本研究ではヒアリング調査として 2016 年 7 月から 2017
年 2 月までの 8 か月間で行われた 12 回(7 月 21 日，8 月 4
日，9 月 1 日，21 日，10 月 6 日，19 日，11 月 2 日，16 日，
12 月 1 日，21 日，1 月 18 日，2 月 15 日)の推進会が行って
いる勉強会に筆者自身が参加し，会議の進め方や議題内容
について調査を行った．その中で，現在進められている景
観保全のための計画に携わり，その効果や役割についても
調査を進めた．また，平成 27 年 11 月 19 日に行われた推進
会によるまち歩きイベント「塩屋マチアルキ」に参加し推
進会のまちづくりへの関わり方や住民による景観価値の掘
り起こしと共有プロセス，景観保全における推進会の役割
につて考察を行った．

旧グッゲンハイム邸

旧後藤邸
O邸

図-2 塩屋地区に立ち並ぶ異人館

4．塩屋地区の特性と景観保全活動
(1) 本研究のフィールドとしての塩屋地区の特性
塩屋地区の地理的な特徴の 1 つとして多くの坂道や階段
でまちが形成されていることが挙げられる．塩屋地区を含
む垂水区一帯は明治時代の地形図より海岸沿いに発達する
台地状または階段状の地形とされる海岸段丘となっている
ことが分かっており，塩屋地区の西方に位置する現在の霞
ヶ丘や舞子台付近では等高線がまばらで平らな土地が多く
広がっていることから，これらの土地は単に坂道の多いま
ちではなく崖と平らな土地の組み合わせでできた土地だと
示されている．
「垂水百年のあゆみ」によると垂水区は 50 万年前「古明
石湖」とよばれる湖の底であったとされており，地層の最
下部には塩分を含まない青緑色の粘土層が広がっている．
その後，海水面の上昇により海が侵入してきたが，この湖
の周囲の丘陵から流れ込んだ土砂により埋められていき，
海岸から三角州へ変わっていった．
そして海水面は下がり，
海は退いていくとともに，この地は川が礫を運び込んでく
る扇状地になっていき，その後再び海が侵入してくること
はなかった 5)とされている．こうした過程で海岸段丘にな
り，現在もその地形が引き継がれている．
また，塩屋地区は 1686 年の神戸港開港以降，山との距離
が近く大阪湾から淡路島まで見渡すことのできる海側の景
色などの起伏に富んだ環境が貿易商人として来日した外国
人に評価され，
別荘地として多くの洋館が立ち並び外国人，
文化人などが移り住んだ．1932 年にはカメロン紹介を経営
していたジェームス氏が自邸の新築を皮切りに山麓部一帯
の開発に乗り出し英人専用の貸家を建設していった．
後に，この地区はジェームス山と呼ばれ塩屋地区の東側
に位置する旧グッゲンハイム邸や旧後藤邸と並んで塩屋地
区を代表する異人館群として保存・運用されている．
塩屋地区の住宅環境の歴史としては，この地の周辺は古
くから天災の少ない気候に恵まれており，西舞子の北部大
歳山遺跡や西垂水の五色塚古墳，国道 2 号線北側にある延
喜式内社海神社など古墳時代から多くの住居，古墳，神社
が建てられていたことが分かっている．
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また，戦時中は上に記したようにジェームス氏による外
国人専用住宅が多く存在していたために空爆などによる被
害が少なく戦後は住宅を求めて各地からの移住者が増大し
住宅の数も増えていった．したがって現在の込み入った住
宅環境や細い路地を形成しているのはそのような古くから
続く天候的な面や戦時中の事情が背景にあると考えられる
(2) 塩屋地区における景観保全の取り組みと意義
塩屋地区では推進会の活動により様々なアンケート調査，
イベントを通してまちづくりが行われてきた．
その中でも，
景観に関わるものとしては，特に「塩屋百人百景」
，
「徹公
の部屋」などがあげられる．
「塩屋百人百景」
，120 人の参
加者がインスタントカメラを持ちながらまち歩きを行い
各々の気に入った風景を撮影するという個別自由散策型ま
ち歩き撮影会である．
「徹公の部屋」は，昔の塩屋地区を知
る住民によるトークイベントである．このような地域の魅
力を伝承していこうとするイベントが塩屋地区では多く開
催されている．
その他にもまちあるきや河川・山道の清掃活動，まち全
体を活用して行う祭りなど，塩屋地区ではまちの魅力を伝
えるために様々なアイデアが共有され，
開催に至っている．
その過程には推進会が中心となって行う勉強会の存在があ
り，その推進会の運営を行っているのはまちの魅力を深く
理解した住民である．このような，将来に受け継いでいく
べき風景を広く地域の内外に発信していこうとする志を持
った住民の存在が，独自の景観保全活動を通して他の住民
に大きな影響を与え，景観価値の掘り起こしとその共有を
行ってきたことが分かる．
建築ルールの面では独自の
「塩屋まちづくり構想」
また，
がつくられており，アンケート，ワークショップを通して
住民に望まれるまちの将来像やそれに向けてまちづくりの
方針や目標，さらにその目標を実現していくための方策，
住民・行政の役割分担，事業推進のスケジュールが盛り込
まれている．現在もそれに基づいて建築が行われており，
この「塩屋まちづくり構想」を推進会の設立の直後から行
ったことにより住民や行政，専門家とのまちづくりに関す
る基本的な考え方の共有が初期の段階から行われ，今後の
推進会によるまちづくり活動の基盤となっていった．

表-1 推進会のまちづくり活動の一部
2006 年

塩屋まちづくり推進会発足

2007 年

まちの将来像を描くアンケート
まちの将来像を描くワークショップ

2008 年
2010 年
2014 年
2015 年

「塩屋百人百景」開催
「まちづくり構想(案)」が完成
神戸市にまちづくり構想を提出
写真集「塩屋百年百景」発売
里山と史跡ウォーキング
第 1 回 徹公の部屋
しおや景観ガイドライン作成開始
「しおやコミュニティバスを走らせる会」発足

図- 4 ガイドラインの素案
5．塩屋地区における景観保全の実践構造
本研究ではこれらの調査結果より塩屋地区における住民
主導による景観保全活動はなぜここまで塩屋地区のまちを
支える重要な活動となったのか考察を行った．その結果，
それらの活動は次の 3 つの要素が互いに影響し合うことに
よって成り立ってきたためだと考えることができる．
(1) 多様な人々の巻き込み
塩屋地区の推進会によるまちづくり活動は 2006 年の推
進会の設立前後からのものだが，設立した直後から行った
「まちづくり構想」をまとめる中で地域の魅力や課題を深
く理解し多くの住民と共有を図ってきた．その過程で地域
住民をはじめとし，市役所・区役所などの行政，まちづく
りの専門家や建築家などの様々な人間関係が構築されてい
き，日ごろからまちづくりに関わっている人々のネットワ
ークが広がっていった．また，調査を進めていく中で塩屋
地区での景観保全活動は，ガイドラインを始め，新しい手
法を次々に取り入れていく姿勢が数多く見られた．このよ
うな積極性が多様な人々を巻き込んでいき，景観保全を行
うにあたって，その活動を地域の内外に発信していく力へ
と繫がっていると考えられる．
(2) 推進会によるイベント
上記で示したように塩屋地区では推進会によるイベント
が数多く行われている．この多種多様なイベントは塩屋地
区内の住民に限らず，塩屋地区に興味を持つ他の地域の
人々がまちに関わりやすい環境を作り出しており地域コミ
ュニティの活性化に直結している．その多くのイベントの
中でも，まちの文化的な魅力や歴史を継承していこうとす
るイベントが数多く行われており，塩屋地区の歴史を知る
人々が次代に当時の暮らしの雰囲気を引き継いでいこうと
する姿勢が見られる．また，
「塩屋百人百景」や「百年百景」
などの塩屋地区独自の風景を住民の間で共有し継承してい
こうとする独自の活動も多く見られ，地域内外を問わず
数々の人に地域の魅力を伝えてきていることなどから，そ
れらの活動は景観保全に多大な影響を与えていると考えら
れる．

図- 3 塩屋百人百景 展覧会
(3) しおや景観ガイドライン
現在塩屋地区では他地区からの移住者が増加しておりそ
れに伴い新たな建築を行う機会も増加している．このよう
な状況から推進会は新たな建築ルールとして「しおや景観
ガイドライン」の作成を行っている．
「しおや景観ガイドライン」とは自然・眺望・歴史を引
き継ぎ地域特有の文化・魅力を育むことを基本目標とし，
「塩屋らしい風景」を特定するとともに，それらを次代に
継承していくための指針としている．特徴としては建築協
定などを結ばないことから法的な拘束力を持っていない点
と，数値ではなく言葉で建築行為を誘導する点が挙げられ
る．これらの特徴の効果として，数値ではなくあえて文学
的な表現をすることや強い拘束力を持っていないことは地
域内の住民にガイドラインを親しみやすくさせる効果があ
り，ルールの運用に参加しやすくなると考えられている．
また，数値による固定的な拘束ではないことは新たな建築
を行う際，建築者と推進会の間で負担の大きい議論が必要
となるとされているが，数値による規制よりも建築物の
様々な面できめ細やか対応が可能となり，また，その協議
のなかで塩屋らしさをより深く考える機会となり，それら
の作業を通した人づくりや文化づくりに貢献することがで
きると考えられている．
これらの特徴は塩屋地区と似た景観を持ち独自の景観保
全活動を行ってきた神奈川県真鶴町の「美の基準 7）」を参
考にしたもので，現在も真鶴町と交流を行いガイドライン
の制作が行われている．
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(3) 勉強会の環境
本研究では前項でも述べたようにヒアリング調査として
8 ヶ月間にわたり推進会の勉強会に参加した．勉強会の中
では地域住民が中心となって会議が進められ，市役所や区
役所などの行政やまちづくりの専門家などは住民の提案に
対してアドバイスをするという形が多く見られた．このよ
うに勉強会は住民の意見を反映し意思決定を行う場である
と同時に行政との間で議論を行うための橋渡しとしての役
割も持っていることが明らかとなった．
また，勉強会の参加者の中には地域内に住む学生や地域
外からの塩屋地区に興味を持つ人の参加もあり，勉強会で
の議論は様々な立場からの意見が含まれていると考えられ
る．その議論の中では常に地域内から県外に至るまでの幅
広い地域のまちづくりに関する情報が伝えられており，地
域内の課題に対応するべくその情報を参考に活動の計画が
練られる場合もあった．推進会の中心となる人々の周囲の
様々な情報を得ることのできるアンテナの大きさや周りと
のつながりは景観保全だけでなくまちづくりを行う上で大
きな影響を与えていると推察され，特にガイドラインの制
作を真鶴町からの情報によって制作している塩屋地区では
周りとのつながりは特に重要なものであると考えられる．
塩屋地区における住民主導による景観保全活動は主に上
の 3 つの要素によって成り立っていると考えられ，これら
を参考にしてその活動を概念モデルとして表したものが図
-5 である．この図では調査結果より，塩屋地区における住
民主導による景観保全活動が成果を残すまでのプロセスを
表している．また，それを支える 3 つの要素がまちづくり
情報の多様なメディアによる地域内外への発信や行政，専
門家との良好な関係によって成り立っていることを示して
おり，さらに，それらの根源となるものは地域の魅力を理
解し，継承していく意思をもった住民であるとしている．
塩屋地区では推進会の中心となる人々によってまちの継
承していくべき点と，改善すべき点との区別がはっきりと
行われ，他の地域住民との考え方の共有を行ってきた．継
承していくべき点に関してはイベントや写真集，ウェブサ
イトなどのメディアを通じてその魅力を多くの人々に発信
し，その保全を図っており，改善すべき要素についても勉
強会による数多くの議論を重ね，問題点をはっきりとさせ
たうえで解決に取り組んでいる．
また，推進会の中心となる人々は「塩屋見聞録 19952015」に加えて自主的に塩屋地区の魅力を伝えるマップの
制作を行い配布したり，地域外のまちづくりイベントに積
極的に参加したりするなど，塩屋地区のまちを守るために
個人的にも様々な活動をしている．図-5 で示したように，
このようにまちの魅力を深く理解し地域内外にそれを発信
していこうとする住民が景観保全活動のすべての根幹にあ
たる重要な要素であるといえ，塩屋地区においてはそのよ
うな人々が集まり，行政などの周囲との良好な関係の上で
まちづくりを行えていることが現在までの成果に繋がって
いるのだと考えられる．
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図-5 住民主導による景観保全活動の概念モデル
6．今後の展望
今回の研究では主に現在における塩屋地区の景観特性や
景観保全活動に重点を置いて調査を進めてきた．しかし，
景観には今現在の形を表す空間的な要素に加えて，それら
のものを形成してきた歴史という時間的な要素も持ち合わ
されている．この景観形成の歴史の違いによって観測者の
景観の見え方，捉え方は異なることより，景観に関する研
究を進めるにあたっては現在に至るまでの歴史や成り立ち
を深く調査することが重要である．
このような理由から今後は文献調査，ヒアリング調査を
行い，塩屋地区のさらに詳細な地形，暮らし，文化，気象，
伝承などを明らかにし，これらの構造を理解することによ
って新たな景観の捉え方を模索していく．
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住民主体の事前協議制度の実効性に関する研究
－ 京都市姉小路界隈まちづくり協議会を事例として－
東京都都市整備局
立命館大学理工学部

坂上 嘉隆
岡井 有佳

いこともある。また、この意見交換において、
「地域景観づく
り協議会」が事業者等に出す要望には法的な強制力はなく、実
効性が各協議会の裁量に委ねられている。

1.研究の背景と目的
戦後、我が国では経済発展に伴って、建築行為等においても
経済性や効率性を重視してきたために、
景観への配慮を軽視し
た建物等が相次いで建設されてきた。その結果、全国各地で住
民等による反対運動や訴訟等が見られるようになった 1)。これ
らの課題に対し地域の景観を保全するためには、
建築行為等が
決定する前に、
その内容について地域住民等と協議する場をつ
くる事が重要であるという機運が高まってきた。
2011 年、京都市は、地域住民が想いや方向性を共有し、さら
に新たに建築等をしようとする事業者等と一緒になって地域
の景観づくりを進めていくことを目的として、
建築等を行う前
に事業者と地域住民が事前に協議できる仕組みとして、
「地域
景観づくり協議会制度」を制定した。
本研究では、2016 年 12 月現在、
「地域景観づくり協議会」
に認定されている全 8 つの地区の中でも、認定される以前か
らまちづくり活動が活発に行われ、
加えて任意の事前協議も行
われてきた「姉小路界隈まちづくり協議会」に着目する。本研
究の目的は、
「姉小路界隈まちづくり協議会」での意見交換会
の効果を明らかにし、
住民主体の事前協議制度の実効性につい
て考察することである。
研究方法としては、
「地域景観づくり協議会」である「姉小
路界隈まちづくり協議会」
へのヒアリング調査および文献等か
ら地域景観づくり協議会の運用実態を把握した。

3.京都市姉小路界隈における景観まちづくりの実態
3.1 姉小路界隈の概要
姉小路界隈は、京都市中京区に位置し、姉小路通を主軸とし
て寺町通、御池通、烏丸通、三条通に囲まれた地域である。京
都市の賑わいの中心にあり、
様々な業種を営む老舗と小さな商
店と町家を含む職住共存の町となっている。
なお、
この区域は、
京都市におけるまちづくり活動の単位である元学区(2)を単位
とするものではなく、
姉小路通を中心とした二つの学区にまた
がっている。
3.2 姉小路界隈におけるまちづくり活動
1995 年に地域の景観を破壊する一つの巨大マンションの計
画に反対するための、地域住民からなる組織として、
「姉小路
界隈を考える会」
（以下、
「考える会」という）が発足した。そ
の後、考える会は反対運動を行うだけではなく、事業者等に地
域の特性を理解してもらい、
住民と事業者とで目指す地域像を
共有する取組みとして、
任意で意見を交わす場としての役割を
担ってきた。ただし、必ずしもすべての事業者が考える会の活
動に協力的ではなく、
一定程度のルールづくりの必要性が議論
されていた。
これらを踏まえて、2002 年には、姉小路界隈でのまちづく
りの理念を確立し、より具体的な規制を定めた「姉小路界隈地
2.京都市「地域景観づくり協議会制度」
。協定内容は、①建物の形態
京都市は、
美観地区など一定の範囲で景観規制を行ってきた。 区建築協定」を締結した（図―1）
、②用
しかし、地域住民が把握できない環境下で、地域に相応しくな に関する基準として、建物の高さ制限（高さ 18m まで）
深夜営業のコンビニエンスストアや家主が同
い建築行為が決定されることが多く、
これが訴訟等に繋がる原 途の規制として、
③駐車場の構
因となった。京都市では、事業者と地域住民が意見交換を行い 居しないワンルームマンションの建設禁止など、
具体的なデザインに関する規定
ながら景観を形成していく必要性が議論されるようになり、 造に関するものとなっており、
2011 年、京都市市街地景観整備条例に基づいて、
「地域景観づ はなく、主に地域の住環境を保全するものであった。
さらに 2013 年には、
「姉小路界わい地区地区計画」が都市計
くり協議会制度」が創設された。これは、地区計画や建築協定
。地区計画では、風俗営業やマージャン
よりも、
具体的な規制内容を決定する必要性や地域の合意の必 画決定された（図－1）
カラオケボックスなどを禁じる建築物の用途に関する規制
要性といった 2 点において、よりハードルが低い形で、建築主 屋、
のみを行っている。このように、地区計画は緩やかな規制では
と地域住民との間で意見交換を行う仕組みである。
建築協定は姉小
本制度を活用している「地域景観づくり協議地区」において あるが広範囲で地域の環境を保全する役割を、
新たに建築行為等を行う事業者等は、景観関係の手続き（美観 路界隈の中心部に主軸を置いてより厳しい規制をかけるとい
地区での認定、屋外広告物条例の許可等）に先立ち、建築等の う役割を果たしている。
その他、
行灯会や交通安全教室などのイベントを実施したり、
計画内容について、
「地域景観づくり協議会」と意見交換を実
施することが義務付けられている。実際には、景観等の手続き HP により広報活動を実施している(3)。HP は 1999 年に開設さ
の際に、
意見交換を実施した旨の報告書の提出を求めることで、 れ、姉小路界隈の地域の方針や活動の歩み、協定内容、受賞歴
意見交換の実効性を担保している。ただし、管理行為や軽易な などが掲載されている。現在も月に 1 度は必ず更新している。
「姉小路まちづくり通信」というポスターを月に一度作
行為等、景観関係の手続きが不要な場合は、事業者に意見交換 また、
(1)
の義務付けを周知させることが難しく 、意見交換がなされな 成し、町中に掲載するほか、地元幼稚園や中学校、地域住民へ
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くり計画書」の認定を京都市に申請し、2015 年 3 月 31 日、認
定された。
認定に伴い、
「姉小路界隈まちづくり協議会」
（以下、
「協議会」という）という新たな呼称を使用している。協議会
は、考える会と同じ構成員であり、地区計画と同じ区域で活動
を行っている。地域景観づくり計画書には、姉小路界隈での
1995 年からのまちづくり活動の内容や、地域で大切にしてい
ること等が定められている。
本制度は、
景観に関する手続きを行おうとする事業者に対し、
京都市が協議会との意見交換の必要性を連絡することで開始
する。次に、事業者は協議会に連絡をとり、申請書類の提出が
求められる。なお、申請書類には、
「姉小路界隈が大事にして
いること」が記載されている。申請書類が協議会に提出される
と、
協議会は事業者との対面の意見交換会を実施する必要があ
る案件か否かを判断する。テレビのアンテナの取り付け等、景
観に重大な影響を及ぼさないと判断したものについては、
意見
交換会は行われず、メール等でのやりとりで完了となる。意見
交換会では、事業者に説明を求め、地域からの要望などをその
場で伝える。事業者は、意見交換の内容を市に報告して、完了
となる。
意見交換を実施した物件数は 2015 年 3 月 31 日～2016 年 12
月 31 日の間に全 26 件である。全 26 件において、建築行為の
内訳は、新築、増改築、外見・外構の変更、広告物・工作物な
どどれもある程度存在し、また用途の内訳は飲食店が 10 件と

も配布している。また、姉小路界隈を歩けば、江戸時代から引
き継がれた木彫りの看板や町式目（平成版）
、建築協定同意の
札、建築協定の内容が書かれた看板などが設置されており、歩
いて楽しめるさまざまな仕掛けが施されている。

図－1 建築協定および地区計画区域図
出典：姉小路界隈まちづくり協議会の資料から著者作成

3.3 地域景観づくり協議会制度の実態
3.3.1 姉小路地域景観づくり協議会制度の概要
姉小路界隈では「地域景観づくり協議会」及び「地域景観づ

表－1 意見交換での修正・要望意見
事例
番号

建築行為
申請日

用途

新築 増改築

2015年
1
5月7日 ホテル又は旅館
2
3

6月17日
6月20日

自転車駐車場
共同住宅

4
5

6月21日
7月3日

飲食店
飲食店

6
7
8
9
10

7月16日
7月22日
7月29日
8月22日
12月21日

飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
広告物

2016年
11
1月5日

新規営業
外観・外構 広告物・
の有無
の変更 工作物

○

○

○
○

修正意見

対応

要望意見

対応

隣接地との開口部

○

レンタル自転車の駐輪マナー
生活音
周囲と調和した外観
客・従業員の駐輪マナー
町内会加入
まちづくり活動へ理解
住民と顔見知りになる
まちづくり活動へ理解
まちづくり活動へ理解
デザインを和風に
隣接地との開口部
客・従業員の駐輪マナー
客・従業員の駐輪マナー
客・従業員の駐輪マナー
字体
材質
デザイン
設置位置
駅までの距離の表示

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○
○
○

共同住宅

○

12

4月27日

飲食店

13

5月27日

洋服店

14

6月5日

飲食店

○

○

15

6月20日

飲食店

○

○

16
17
18

6月29日
工作物
6月30日
洋服店
7月14日 一戸建ての住宅

19

8月19日

洋服店

○

○

工事の時間帯
工事の音量
客・従業員の駐輪マナー
営業の音量
まちづくり活動へ理解
客・従業員の駐輪マナー
営業時間
まちづくり活動へ理解
客・従業員の駐輪マナー
営業時間
客・従業員の駐輪マナー
営業時間
まちづくり活動へ理解
まちづくり活動へ理解
私道の舗装の費用負担
町内会加入
駐輪・駐車マナー
まちづくり活動へ理解

○

20

11月1日

飲食店

○

○

客・従業員の駐輪マナー

○

○

営業時間
換気口の方向

○

○
○
○
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×
×

その他の効果

リーフレット作成

オープンセレモニー開催
挨拶まわり

いう高い比率を占めている（図－2）
。また、全 26 件のうち実
際に協議会と事業者とが対面して意見交換会を行ったものが
20 件、事務局長と事業者間のメールのみで完了としたものが
6 件となっている。この対面した 20 件の物件に対しては、合
計 42 項目の修正意見や要望を出し、そのうち 39 項目が聞き
入れられている（表－１）
。
意見交換会では、修正意見は、2 つの物件に対し計 3 項目と
少数であるのに対し、要望は 20 の物件に対し計 39 項目行っ
ている。また、修正意見・要望を行ったものは、店舗（飲食店、
洋服店等）が 14 件と最も多い。また、店舗に対しては、駐輪・
駐車のマナーについての要望が最も多く、
これが全体を通して
ももっとも多い要望となっている。2 番目は、まちづくりへの
理解・協力、3 番目はデザインに関するものである。

③事例 3
ファミリー向けマンションである。協議会からは、1)駐輪の
マナー、2)入居者に町内会加入の案内を行う、3)まちづくり活
動参加の呼びかけ、4)地域住民と顔見知りなっていくこと、の
4 点を要望し、受け入れられた。また、意見交換会を行ったこ
とにより、
事業者が姉小路界隈のまちづくり活動を知ることが
でき、その後、マンション事業者の提案で、マンションに入居
すればまちづくり活動に参加できることをPRしたリーフレッ
トが作成された（図－3）
。作成にあたっては、姉小路界隈まち
づくり協議会が写真の提供など協力を行った。
そのことでマン
ション購入者に対して、
リーフレットにより姉小路界隈でのま
ちづくり活動を前もって知らせることが出来るという地域へ
のメリットもうまれている。

図－2 意見交換会物件の内訳
3.3.2 修正・要望意見の概要
本項では、主な修正・要望意見を整理する。
(1) 修正意見
①事例 1
新規開業のゲストハウスである。隣地との開口部に対して、
隣家の風呂場を見えなくするような配慮をオーナーに要望し、
了承をえた。
②事例 12
新規参入の飲食店である。協議会は、飲食店のオーナー、設
計者、不動産事業者と意見交換会を行った。協議会からは、１)
深夜営業の撤回（深夜 2 時まで営業する計画を、22 時までに
変更）と、２)隣接建物への悪臭被害が出ないように喚気口の
方向の変更を要望した。しかし、営業時間は 24 時までとされ
(4)
、換気口についても既に設計が完了していたことを理由に、
受け入れられなかった。
(2)要望意見
①事例 1
修正意見に加え、協議会は 2 点を要望した。１点目に、観光
客が通りの前にレンタル自転車を駐輪しないように、
ゲストハ
ウスのオーナーに周知を要望したが、理解をえられなかった。
2 点目に、静かな環境を大切にしてもらえるよう生活音への配
慮を要望し、了承をえた。
②事例 2
旅館の駐輪場の新設である。
周囲と調和する外観にしてほし
いと協議会が要望したところ、外部から自転車を見えなくし、
さらに周囲と調和するようなジュラクリシンを使った塀や焼
き板の扉が設置された。
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図－3 「ロジュマン京都三条柳馬場」のリーフレット
出典：MID 都市開発
④事例 12
新規営業の飲食店であり、上述の修正意見に加えて、1)店の
前などでは客に静かにするよう促してもらう、2)客・従業員の
駐輪場の確保、3)まちづくり活動への理解、を要望し、了承を
えた。
⑤事例 18
私道の路地に面して、住宅を新築する計画である。この私道
は 10 年ごとに、沿道の土地所有者が費用を共同で負担して舗
装が行われている。意見交換会では、町内会長や世話役を交え
て、1)沿道の住民皆で定期的に路地舗装のためお金を出すこと、
2)段差部分に鉄板を敷くこと、3)自転車の路上駐輪を極力行わ
ないこと、4)駐車のマナーの 4 点を所有者に説明し、理解をえ
た。
⑥事例 19
婦人服や小物を扱う店である。意見交換会を行い、まちづく
り活動への理解がえられた。さらに、地域住民への挨拶を行い
たいという事業者の要望を協議会が聞き入れ、
橋渡しを行った。
そうして、
開店時のオープンセレモニーでは地域住民が招待さ
れ、地域コミュニティ形成に寄与できた。
その他、多くの事例では、地域で大事にしている街並みや環
境に対する考え方を伝えた。また、店舗に対しては、共通して
駐輪場の確保や駐輪マナーについての要望を行った。
3.3.3 地域景観づくり協議会制度の効果
意見交換による効果として、以下の二つが挙げられる。

一つ目は、
地区のまちづくり方針に沿った建築行為等が行わ
れることである。
意見交換会で議論された内容については強制
力がないため、必ずしも守られるわけではない。協議会からの
修正意見に対しては 3 件中 1 件ではあるが、要望に対しては
ほとんど（39 件中 38 件）の案件で聞き入れられている。修正
意見が少数であるのは、
協議会が強力な規制を行うことを目的
としているのではなく、街並みから突出して目立ったものや、
周囲に迷惑をかけると判断したものに対してのみ変更を要望
しているからである。また、協議会からの要望は、景観に関す
るものだけでなく、
店舗の営業時間や駐輪対策などのソフト面
も含めて、幅広く行うことができている。
二つ目は、
新住民や事業者と地域住民との間で接点が生まれ
ることである。これによって、まちづくりに対して関心や理解
を得る機会ができている。また、後に地域の大事にしているマ
ナー等に違反する者が出てきた際に備え、
前もって地域の特性
を伝えていたという事実をつくることが、
違反を避けるための
円滑な指導にもつながる。また、お互いが顔見知りになること
により、防犯面や防災面にも貢献できる。さらには、意見交換
会で接点を持ったことを契機として、その後の交流が生まれ、
地域の住民を招待して開店のイベントを開催する店舗や、
地域
の住民とともにマンション宣伝のリーフレットを作成する業
者が現れるなどの効果も把握された。

三点目は、HP や会報などを通じた広報活動を行うことで、
まちの良さを発信し続けていることが挙げられる。
まちづくり
活動の発信は、
地域に住む人々がまちづくりに目を向けるきっ
かけとして働いていると考えられる。
4.2 今後の課題
今後の課題としては、以下の三点が考えられる。
一点目は、協議会の運用面での負担の大きさである。協議会
は自治連合会とは独立した任意の団体で活動しているため、
と
りわけリーダーシップをとってまちづくり活動を行っている
事務局長の負担は大きいと考えられる。
より良い景観形成を行
うことによる恩恵は、すべての地域住民が受けることから、で
きるだけ多くの住民がまちづくり活動に参加することが望ま
れる。また、姉小路界隈では「姉小路界隈考える会」発足当初
より同じ人材が中心となって活動を続けており、
後継者の問題
がある。地域住民の中から、まちづくりに関心のある次世代の
リーダーが現れることが重要であろう。そのためには、人材育
成のシステムなど、
行政のサポートが今後の課題と考えられる。
二点目は、合意形成の難しさである。姉小路界隈では、1995
年より、
考える会と地域住民とがコンスタントに意見交換を行
っていたことにより、
意見交換を行える関係性やノウハウがあ
る程度揃っていたことが、
円滑な合意形成に寄与しているとも
考えられる。しかし、新規参入の事業者には、修正意見が受け
入れられなかった件もあった。
協議会の修正意見が聞き入れら
4.おわりに
れるためには、
協議会の活動に対してより社会的なコンセンサ
4.1 考察
スをえることも必要であり、
そのためには行政の役割が重要で
姉小路界隈では、
地域景観づくり協議会制度による意見交換 あると考えられる。
会により、
協議会が作成したまちづくりの方針を踏まえた建築
三点目は、事業者等への制度の周知である。事業者等が制度
行為等が概ね行われていると考えられる。その要因として、以 を周知していない場合、
実施設計後に意見交換を行う場合があ
下の三点が考えられる。
り、この時点では設計変更ができないこともあり、協議会の意
一点目は、
地域景観づくり協議会制度に基づく意見交換会が、 見に従いたくても時間的に不可能な場合もある。さらに、新た
京都市市街地景観整備条例という条例に基づいて行われてい な営業行為や業種変更等、
意見交換会の対象でありながら景観
ることである。京都市の条例を根拠とすることにより、景観に の手続きが不要の場合には、
京都市から意見交換の制度を通知
関する手続きを行う全ての事業者に対して意見交換を義務づ する機会がないため、意見交換の徹底が難しくなる。今後も事
けることが可能となる。また、京都市に認定された「地域景観 業者等に、
地域景観づくり協議会制度の周知を徹底することが、
づくり協議会」が、京都市に認定された「地域景観づくり計画 実効性を高めるために必要不可欠であると考えられる。
書」に基づいて、地域住民の思いを事業者に伝えることができ
るため、
協議会の意見に説得力を持たせることにつながってい [補注]
る。また、意見交換会に先立って提出する申請書類に、
「姉小 (1) 景観関係の手続きの際、意見交換会がなされていない場合には、市の担
路界隈が大事にしていること」が示されていることにより、地 当者が協議会との意見交換を行うように指導できるが、その手続きが不要
域の特性を前もって知らせることができるという工夫が挙げ な場合は、事業者を指導する機会がないことが課題である。
(2) 京都市内において明治初期に設置された小学校区を単位としたコミュ
られる。
二点目は、姉小路界隈を考える会が、建築協定や地区計画な ニティのことであり、現在の小学校区と一致しないことから元々の学区と
どの制度をかねてから併用しており、
これまでの長年のまちづ いう意味で、元学区と呼ばれている。
くり活動において、
地域住民と意見を交わす機会を設けてきた (3) 姉小路界隈でのまちづくり活動に関する新聞記事は、活動期間である20
ことが挙げられる。姉小路界隈の住民は、1995 年にマンショ 年間で、400 以上掲載されている。
ン反対運動で団結した際に「姉小路界隈を考える会」を発足さ (4) 店舗の事情により、2016 年 11 月現在、営業時間は 23 時までとなってい
せ、その後、毎月月例会議を開き、地域住民が顔を合わせる機 る。
会を継続してつくっている。このことが、地域住民のまちづく
りに対する意識を少しずつ醸成させ、
理解の得やすさや合意形 [参考・引用文献]
1) 国土交通省(2003)「美しい国づくり政策大綱」pp.1-9
成の円滑化に寄与していると考えられる。
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居住者と来訪者が捉えた高野街道らしさの解明に関する研究
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 鳴田 佳穂里
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
武田 重昭
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科
加我 宏之
大阪府立大学研究推進機構
増田 昇
1.研究の背景及び目的
歴史的な建築物等を数多く保有している歴史街道は、歩
きながらその場所の歴史や伝統を実感でき、地域にとって
貴重な資源といえる。しかし、高度経済成長期以降、利便
性の追求や周辺開発によってその歴史街道らしさは失われ
ていった。一方、近年では景観に対する考え方が見直され
つつあり、全国で歴史街道の保全や再生運動が活発化して
いる。1)
河内長野市の高野街道では、1998 年から 2005 年にか
けて行われた南海三日市町駅前西地区の市街地再開発事業
等により街道の景観は破壊されていった。その後、駅周辺
の旧街道の修景舗装などによる景観保全の整備や、南海/
近鉄河内長野駅周辺の酒蔵を中心としたエリアの景観を守
る取り組みがなされた。しかし、それらの取り組みは、修
景のための歴史的な資料が乏しく、具体的な景観の目標像
が不明確なままに行われている。このような街道で、修景
整備を行う上で街道沿いの居住者や街道を訪れる来訪者
が、どのような景観を街道らしいと感じるかを知ることが
重要であると考えられる。
このような状況のもと既往研究を見ると、歩行者の視点
からの景観分析としては、及川ら 2)による代官山周辺での
景観要素や個人の経験によって利用者が持つイメージが変
化するのかを調査したものや、歴史街道の景観を扱ったも
のとしては、塩田ら 3)による枚方市での 3 次元都市モデル
を用いた伝統的な街並みのシミュレーション及び視覚的な
変遷の把握を試みたものなどがあり、参考となる過去の資
料が不足している歴史街道に対し、景観分析の観点から整
備の規範を探ることは急務であると考えられる。
そこで本研究では、居住者と来訪者が捉える高野街道ら
しさの解明を通じて、今後の高野街道らしさを表出した整
備のあり方を探った。

域が大阪府の石畳と淡い街灯まちづくり支援事業のモデル
地区に選定され、
『高野街道にぎわい・まち並み再生プラ
ン-いにしえのみち復活プロジェクト-』が始動した。この
プロジェクトは 2012 年まで行われ、後ほど述べる街路や
建築物の工事、ファニチャーの整備のほか、景観ルールづ
くりやまち歩き等のイベントの実施、街道散策マップの作
成等の啓発活動も行われた。現在では、地域住民を中心と
した勉強会の開催や広報誌の発行、市の協力のもとイベン
ト等が実施されている。

(2)調査及び解析方法
本研究では、
まず、対象区間
内から視認でき
る歴史・文化資
源と、修景整備
内容について把
握した。次に、
写真投影法を用
いて高野街道ら
しい景観、高野
街道らしくない
景観について把
握した。
修景整備内容の
調査は、2016 年
5 月から 6 月に
行った河内長野
市役所の都市創
生課へのヒアリ
ング調査及び整
備事業に関する
2.研究方法
市役所からの提
供資料を参考
(1)調査対象地の設定
に、調査対象区
調査対象地は、高野街道のうち河内長野市の南海/近鉄 間内の修景整備
河内長野駅から南海三日市町駅の総延長約 2km であり、高 についてまとめ
野街道の中でも比較的歴史・文化資源が集積し、なおかつ た。さらに、整
近年、各種の修景整備に取り組まれている区間である。対 備内容について
象地では、2006 年から 2009 年にかけて三日市町駅周辺の 街路・建物等の
景観整備が行われた。また、2010 年には調査対象区間全 工事およびファ
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図 1.調査対象地

ニチャーの整備に分類した。また、対象区間内の現地調査
を行い、整備位置を把握し、具体的な整備位置を把握し
た。次に、歴史・文化資源の調査は、同ヒアリング調査及
び河内長野市教育委員会から発行されている「高野街道散
策マップ 河内長野駅～三日市町駅まで」を参考に、調査
対象区間周辺の社寺等の文化的施設や歴史的建築物等につ
いて把握した。解析では、対象区間内の現地調査を行い、
目線の高さより視認できるものを抽出した。
写真投影法を用いた景観調査の被験者は、街道をよく知
る居住者として長野町会の会員 5 名と旧三日市交番管理運
営委員会の会員 1 名の計 6 名、街道を初めて訪れる来訪者
に代わるものとして本学緑地計画学の学生 6 名とした。被
験者には撮影場所と方向を記入する調査シートとデジタル
カメラを配布し、調査対象区間において高野街道らしいと
感じる景観と高野街道らしくないと感じる景観の写真撮影
を依頼した。但し、撮影に関しては街道内から見ることの
できる風景のみとし、屋内の撮影は含まないものとした。
調査は、居住者は 2016 年 9 月及び 10 月、学生は 2016 年
11 月に実施した。居住者によって撮影された写真の総枚
数は 112 枚であり、うち 109 枚を解析対象とした。学生に
よって撮影された写真の総枚数は 104 枚であり、すべてを
解析対象とした。また、各被験者に各写真の撮影理由につ
いてのヒアリングを行った。解析では、撮影理由から撮影
対象を特定し、それらを景観構造として単体景、敷地景、
街路景、全体景に分類した。さらに、景観構造ごとに自然
物、人工物に分類した。また、撮影位置について地図にプ
ロットし、各区間ごとの出現数や出現割合について集計し
た。なお出現割合は、居住者、学生それぞれについて、高
野街道らしい景観、高野街道らしくない景観ごとに各区間
の総撮影数を全区間の総撮影数で除したものとした。
以上の解析結果を用いて、居住者と学生の、高野街道ら
しい景観と高野街道らしくない景観について比較考察し、
高野街道らしさについて考察した。

区間全域に渡って掲示された。また、三日市駅前に三日市
宿「弘法大師・常夜燈」説明看板が設置された。河内長野
市指定文化財旧三日市交番の保存･修理のため解体調査、
耐震補強、保存修理が行われた。
以上のように、修景整備は街路や建築物の工事、ファニ
チャーの整備ともに河内長野駅～国道 371 号の区間及び国
道 371 号～三日市町駅の区間で多く行われていることが分
かる。また、河内長野駅～国道 371 号では酒蔵どおりの街
並みとして統一された景観が目指されている。一方、他の
区間では各整備内容に統一感がなく、断続的に整備されて
いることが明らかとなった。
(2)歴史・文化資源
河内長野駅～国道 371 号の区間では河内長野駅付近に長
野神社が存在する。また、長野神社の南西には酒蔵どおり
が存在する。国道 371 号～烏帽子形八幡神社の区間では烏
帽子形山の東斜面中腹に烏帽子形八幡神社が見られる。烏
帽子形八幡神社～国道 371 号の区間では国道 371 号付近に
増福寺が存在する。国道 371 号～三日市町駅の区間では三
日市宿の北部に旧三日市交番が存在するほか、増福寺の南
には三日市宿が存在する。
以上のように、歴史・文化資源は河内長野駅～国道 371
号の区間及び国道 371 号～三日市町駅の区間に集積してい
ることが分かる。
(3)景観調査
表 3-1 は、居住者と学生が撮影した高野街道らしい景観
とらしくない景観の写真枚数及び割合を示している。居住
者と学生について、それぞれの撮影枚数及び割合に大きな
差は見られなかった。
表 3-1.居住者と学生が撮影した、高野街道らしい景観と高野街道らし
くない景観の写真枚数及び割合

居住者

3.結果及び考察
らしい

(1)修景整備内容
河内長野駅～国道 371 号の区間では、地元の間伐材を活
用した杉玉製作と沿道への掲示が区間全域に渡って行われ
た。屋形看板型灯ろう 6 基、小型灯ろう 27 基が製作さ
れ、区間全域に渡って掲示された。また、旧西條橋周辺の
石畳風舗装や電線類一部地中化が行われた。国道 371 号～
烏帽子形八幡神社の区間では、烏帽子形八幡神社前休憩施
設の設置、神社前電柱撤去及び石畳風舗装が行われた。烏
帽子形八幡神社～国道 371 号では増福寺前高札場の設置が
行われた。国道 371 号～三日市町駅の区間ではアスファル
ト舗装、カラー舗装、照明設置が区間全域に渡って行われ
た。三日市橋の落橋防止装置、地覆改修工事、高欄改修工
事が行われたほか、屋形看板型灯ろう 13 基が製作され、

らしくない
計

学生

景数

割合(%)

景数

割合(%)

63
46
109

57.8
42.2
100.0

63
41
104

60.6
39.4
100.0

(Ⅰ)高野街道らしい景観
居住者が捉えた高野街道らしい景観の撮影位置は河内長
野駅～国道 371 号の区間が 32 景、50.8%と最も多く、次い
で、国道 371 号～烏帽子形八幡神社の区間が 14 景、
22.2％とやや多く、烏帽子形八幡神社～国道 371 号の区間
が 9 景、14.3%、国道 371 号～三日市町駅の区間が 8 景、
12.7%であった。具体的な構成要素を見ると、撮影数の多
かった河内長野駅前～国道 371 号の区間では単体景として
クスノキの大木や灯ろう、敷地景として木造住宅や杉玉、
街路景の酒蔵の街並みが多く撮影された。他の区間では、
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号～烏帽子形八幡神社の区間に出現する田畑の広がり、烏
帽子形八幡神社～国道 371 号の区間に出現する小丘陵が多
く撮影された。
以上のことから、居住者と学生に共通して撮影された木
造住宅や酒蔵、烏帽子形八幡神社は高野街道らしさを醸し
出す重要な構成要素と考えられる。また、居住者は新設さ
れた灯篭や案内表示、沿道住宅の杉玉、その他地蔵、地蔵
堂といった単体の要素も高野街道らしさを表出する要素と
して捉えていることが明らかとなった。さらに、両者に共
通して高野街道らしさが感じられている区間は、酒蔵が位
置していたり、整備された河内長野駅前～国道 371 号であ
ることも明らかとなった。
(Ⅱ)高野街道らしくない景観
居住者が捉えた高野街道らしくない景観の撮影位置は河
内長野駅～国道 371 号の区間が 6 景、13.0%、国道 371 号
～烏帽子形八幡神社の区間が 15 景、32.6％、烏帽子形八
幡神社～国道 371 号の区間が 12 景、26.1%、国道 371 号～
三日市町駅の区間が 13 景、28.3%と撮影した位置は集積す
る区間がなく、調査区間全域に渡って一様に分布してい
る。具体的な撮影対象としては、単体景の電線・電柱、敷
地景の廃屋、街路景としての一般住宅の家並みが多く撮影
された。
学生が捉えた高野街道らしくない景観の撮影位置は河内
長野駅～国道 371 号の区間が 9 景、22.0%、国道 371 号～
烏帽子形八幡神社の区間が 11 景、26.8％、烏帽子形八幡
神社～国道 371 号の区間が 9 景、22.0%、国道 371 号～三
日市町駅の区間が 12 景、29.3%と撮影した位置は集積する
区間がなく、調査区間全域に渡って一様に分布している。
具体的な撮影対象としては敷地景としての廃屋、街路景と
して車通りの多い街路、赤色のカラー舗装に加えて管理放
棄された竹林が多く撮影された。

図 2.高野街道らしい景観の撮影対象

単体景として案内表示や地蔵・地蔵堂、敷地景として烏帽
子形八幡神社や木造住宅が多く撮影された。国道 371 号～
三日市町駅の区間では、撮影された景観は 2 割程度であ
り、撮影対象としては敷地景の木造住宅が多く撮影されて
いるものの、その他の撮影された要素は旧三日市交番や案
内表示と限定的である。
学生が捉えた高野街道らしい景観の撮影位置は河内長野
駅～国道 371 号の区間が 23 景、36.5%と最も多く、次い
で、国道 371 号～烏帽子形八幡神社の区間が 14 景、
23.8％とやや多く、国道 371 号～三日市町駅の区間が 13
景、20.6%、烏帽子形八幡神社～国道 371 号の区間が 12
景、19.0%留まっている。具体的な構成要素を見ると、撮
影数の多かった河内長野駅前～国道 371 号の区間では敷地
景として木造住宅、街路景として酒蔵の街並みや木造住宅
の家並み、石畳風の舗装が多く撮影された。他の区間で
は、敷地景として烏帽子形八幡神社、木造住宅が多く撮影
された。また、全体景に分類される景観としては国道 371

(Ⅲ)高野街道らしさの解明
居住者、学生ともに、高野街道らしい景観の撮影位置は
河内長野駅～国道 371 号の区間に集積していた。また、居
住者、学生ともに、敷地景の木造住宅や烏帽子形八幡神
社、街路景の酒蔵どおりのまち並みといった景観構成要素
を多く撮影している。この区間は修景整備が重点的に行わ
れ、歴史・文化資源が集積していることから、歴史を感じ
られる建築物が多く撮影されており、統一感のある街並み
や歴史性の感じられる景観は居住者にとっても来訪者にと
っても高野街道らしいと捉えられていることが分かる。ま
た、居住者は新設された灯ろうや案内表示、沿道住宅の杉
玉、地蔵･地蔵堂といった単体の要素も高野街道らしさを
表出する要素として捉えていることが明らかとなった。一
方学生は、居住者と比較すると様々な景観構造をとらえる
傾向にあり、田畑の広がりや小丘陵といった全体景も捉え
ていることが特徴といえる。
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図 4-1.石畳風舗装

図 4-2.杉玉

高野街道らしくない景観としては、居住者、学生ともに
街道の統一感を損なう単体景の電線･電柱や敷地景の廃
屋、街道のつながりを分断する街路景の一般街路や国道
371 号を多く撮影している。また、居住者は単体景の電
線・電柱について 10 景と特に多く撮影しており、街道の
統一感を損なう要素を高野街道らしくないと感じていると
いえる。その他の要素については、居住者は、街路景とし
ての一般住宅の家並みを多く撮影しているのに対し、学生
は街路景としての一般街路について 14 景と非常に多く撮
影しており、街道を分断する一般街路を好ましくないと捉
えている。
4.まとめ
居住者と学生に共通して高野街道らしさが最も感じられ
ている区間は、酒蔵が位置していたり、修景整備が行われ
た河内長野駅前～国道 371 号である。また、両者に共通し
て撮影された木造住宅や酒蔵、烏帽子形八幡神社といった
歴史的建築物は高野街道らしさを醸し出す重要な景観構成
要素と考えられる。さらに、居住者にとっては地蔵・地蔵
堂に加えて、新たに整備された灯ろうや案内表示等のファ
ニチャー類とともに軒下への杉玉の設置によっても高野街
道らしさを感じていることが明らかとなり、修景整備の効
果がある程度確認された。以上のことから、高野街道らし
さの表出には酒蔵どおりのような統一感のある修景整備が
求められ、具体的には歴史資産の保全や杉玉や灯ろうのよ
うなファニチャーの挿入が、今後の高野街道らしさの向上
に効果的であると考えられる。
一方、高野街道らしさに破壊感を与えている景観写真
は、調査区間全域に一様に分布しており、景観構成要素と
しては、街道の統一感を損なう電線や電柱、近代的な建築
物や手入れの行き届いていない廃屋や竹林、街道のつなが
りを分断する一般街路が多く撮影された。以上のことか
ら、高野街道らしさの低減を抑制するには電線の地中化、
沿道建築物や竹林の適切な管理とともに一般街路への修景
舗装や案内表示の設置が重要と考えられる。
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大阪環状線各駅の位置を含めた認知度に関する研究
大阪市立大学工学部
土井 亜香里
大阪市立大学大学院工学研究科
瀧澤 重志
表- 2 環状線の乗車人員(2015 年)と路線 1)

1. はじめに

駅名

大阪環状線(以下，環状線)と大阪市営地下鉄御堂筋線(御
堂筋線)は，その性質の違いがよく話題に上る．大阪で御堂
筋線といえば，非常に利便性の高い路線であり，新大阪，
梅田(大阪)，難波，天王寺という利用頻度の高い街に乗り換
えなしで行くことができる．元来，大阪という都市が南北
に多様性の強い街であることもあり，御堂筋線はわかりや
すく，人々に親しまれている路線である．
対して環状線は，大阪と天王寺は結ばれているものの，
その間の環状部分は，人々にとってなじみの薄い街が少な
くない．表- 1，表- 2 からわかるように，環状線の乗車人員
は，御堂筋線に比べてムラが大きいのが現状である．
また，環状線は「大和路快速」
「関空・紀州路快速」
「ゆ
め咲線」とホームが同じであり，これは普段利用する人に
とっては常識だが，その他の地方，例えば観光客や，利用
頻度の低い人からすると，
「大阪の環状線は環状でない(わ
かりにくい)」と揶揄される理由にもなる．
このように環状線は，御堂筋線に比べ，人々からあまり
親しみを持たれていない懸念がある．
しかし環状線には，御堂筋線にはないおもしろさが残っ
ている．東西に乗り換える際の主要駅を多く通っているこ
とや，なんば・心斎橋以外の大阪の特異な街など，ともす
れば大阪の人でも知らないおもしろさがあるだろう．
本研究では，人々の環状線の位置を含めた認知度をアン
ケート調査から把握し，環状線とその周辺地域の特徴を考
察，そして課題点の提起に努める．

駅名

61,581

58,391

119,972

40,956

40,717

81,673

東三国

18,006

17,972

35,978

新大阪

70,602

72,419

143,021

西中島南方

31,437

30,708

62,145

中津

20,250

20,298

40,548

梅田

218,628

223,879

442,507

淀屋橋

111,784

116,315

228,099

本町

108,656

108,854

217,510

90,897

95,081

185,978

172,834

182,147

354,981

大国町

16,434

15,764

32,198

動物園前

13,711

13,257

26,968

天王寺

131,215

130,424

261,639

昭和町

12,454

12,178

24,632

西田辺

13,424

12,762

26,186

長居

15,729

15,239

30,968

我孫子

17,074

16,782

33,856

北花田

12,405

12,385

24,790

新金岡

10,860

10,586

21,446

中百舌鳥

40,976

38,714

79,690

心斎橋
難波

天満

24,716 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線
17,116 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

京橋

130,765 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

大阪城公園

11,537 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

森ノ宮

25,422 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

玉造

16,445 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

鶴橋

97,240 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

桃谷

17,605 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

寺田町

16,579 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

天王寺

143,202 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

新今宮
今宮
芦原橋

63,292 大和路快速・関空紀州路快速
4,483 大和路線
5,441

大正

23,592 大和路快速・関空紀州路快速

弁天町

32,256 大和路快速・関空紀州路快速

西九条

28,217

野田

11,823 ゆめ咲線

福島

26,905 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

大和路快速・関空紀州路快速
※同じホーム、向かい側からゆめ咲線

2. 大阪環状線について
大阪環状線には全部で 19 の駅があり，大阪から外回り
(大阪環状線では時計回り)に，天満，桜ノ宮，京橋，大阪
城公園，森ノ宮，玉造，鶴橋，桃谷，寺田町，天王寺，新
今宮，今宮，芦原橋，大正，弁天町，西九条，野田，福
島，そして大阪と環状につながっている．(図-1)
乗車人員(2015 年度)は 1 位: 大阪(431,743 人)，2 位: 天
王寺(143,202 人)，3 位: 京橋(130,765 人)と，他の路線との
乗り換えが多い駅が主である．一方，最も少ないのは今宮
(4,483 人)であり，他の路線との乗り換えがない駅の乗車
人員は少ない傾向がある．特に今宮，芦原橋，野田につい
ては，大和路快速・関空紀州路快速が停まらないという特
徴がある．(表-2)

乗車人員 降車人員 乗降人員

江坂

環状線と似ている路線

431,743 大和路快速・関空紀州路快速・ゆめ咲線

桜ノ宮

表- 1 御堂筋線の乗降人員(2015 年) 1)
北急線

乗車人員

大阪

図- 1 大阪環状線の駅名と位置
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田町，桜ノ宮，森ノ宮，50%台に今宮，野田，40%台が弁天
町，大正，芦原橋であり，正答率 34%で玉造が最も低い．
大阪府在住の大学生・大学院生に対して，環状線アンケ
駅名の誤答例としては，大阪城公園を大阪城公園前とす
ート(N=35)を実施した．内容は，
「年齢」
「性別」
「最寄駅」 るものが多くみられた．また，正答率 50%以下のものにつ
を聞いた後，
大阪駅のみをかいた紙を渡し，
大阪駅以外を， いては誤答ではなく無回答が多い．なお，ひらがなでの回
記憶を頼りに環状にかいてもらう(図-1 の完成を目指す)も 答など音が合っているものは正とした．
のである．駅名はわかるが場所がわからないものについて
表- 3 調査結果(視点①)
は，
回答の任意の場所に記入してもらうようにした．
また，
A B
~ 駅名正 駅名正率
大阪
- - 環状線が 19 駅で構成されていることを口頭で伝えた．環
天満
0 1 ~
22
63%
状線を日常的に利用しているかは調査対象としていない．
桜ノ宮
0 1 ~
21
60%
京橋
1 1 ~
30
86%
調査結果は，以下の視点で分類し考察した．
大阪城公園
1 1 ~
25
71%
視点① 駅名が思い出せるか
森ノ宮
1 1 ~
21
60%
1: 駅名正
玉造
0 0 ~
12
34%
鶴橋
1 1 ~
31
89%
0: 駅名誤または無回答
桃谷
1 1 ~
23
66%
視点② 駅名正，かつ位置が合っているか
寺田町
0 1 ~
22
63%
天王寺
1 1 ~
35
100%
(位置の正誤は，天王寺駅あるいは大阪駅からの駅数
新今宮
0 1 ~
28
80%
が合っているかで判断する)
今宮
0 1 ~
20
57%
2: 位置正・駅名正
芦原橋
0 1 ~
14
40%
大正
0 1 ~
15
43%
1: 位置誤・駅名正
弁天町
1 1 ~
16
46%
0: 位置誤・駅名誤
西九条
1 1 ~
23
66%
視点③ 隣り合う 2 駅の組合せが正しいか
野田
0 1 ~
18
51%
福島
1 1 ~
28
80%
1: Ｓ駅－Ｎ駅というリンク正
0: リンク誤，または当該の駅名誤
次に視点②
「駅名と位置の正誤」
での分類を表-4 に示す．
視点①と同様に，
回答者 A, B, …ら 35 人について集計した．
位置の正誤については，天王寺駅あるいは大阪駅からの
駅数が合っているかで分類した．これは視点①から天王寺
が大阪の主要都市とみなせると判断し，視点②を大まかな
位置把握の評価，視点③を隣接駅把握の評価としたためで
ある．ただし，この評価では天王寺，大阪に近い駅ほど正
答率が高くなるため，大阪－天王寺を軸とする東西での比
較(例えば天満と福島，玉造と大正など)は意味があるが，天
満と玉造などの南北の比較はあまり意味がない．
加えて，3 割強の回答に，東西の反転が見られた．今回
図- 2 アンケート見本と回答例
の調査では総回答数が少ないためこれを許容している．

3. 環状線アンケート調査概要

表- 4 調査結果(視点②)
大阪

図- 3 視点③での分類例

4. 環状線アンケート調査結果
調査結果の視点①「駅名正誤」での分類を，表-3 に示す．
回答者 A, B, ...ら 35 人について分類し，集計した．
名前の正答率が最も高い駅は天王寺で 100%，そして鶴
橋 89%，京橋 86%と続き，福島と新今宮が同率で 80%であ
る．70%台に大阪城公園，60%台に桃谷，西九条，天満，寺
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A

B

-

-

~ 正正 2 正誤 1 誤誤 0 正正率 正誤率 誤誤率
-

天満

0

2

~

19

3

13

54%

9%

桜ノ宮

0

1

~

13

8

14

37%

23%

37%
40%

京橋

1

2

~

16

14

5

46%

40%

14%

大阪城公園

2

1

~

16

9

10

46%

26%

29%

森ノ宮

1

1

~

11

10

14

31%

29%

40%

玉造

0

0

~

8

4

23

23%

11%

66%

鶴橋

2

2

~

17

14

4

49%

40%

11%

桃谷

2

2

~

18

5

12

51%

14%

34%

寺田町

0

2

~

20

2

13

57%

6%

37%

天王寺

2

2

~

35

0

0

100%

0%

0%

新今宮

0

1

~

25

3

7

71%

9%

20%

今宮

0

1

~

18

2

15

51%

6%

43%

芦原橋

0

2

~

7

7

21

20%

20%

60%

大正

0

1

~

3

12

20

9%

34%

57%

弁天町

1

1

~

7

9

19

20%

26%

54%

西九条

1

2

~

12

11

12

34%

31%

34%

野田

0

2

~

15

3

17

43%

9%

49%

福島

2

2

~

26

2

7

74%

6%

20%

表-4 と乗車人員についてグラフにしたものを図-4 に示す．
駅名はわかるが位置はわからないという正誤率の高い駅
は，環状線東側では鶴橋(40%)や京橋(同)，西側では大正
(34%)や西九条(31%)である．鶴橋と京橋は，視点①での正
答率も高いため，使用頻度は高いが位置は覚えていないの
だと思われる．一方，大正や西九条は誤誤率も高く，位置
以前に駅名があまり知られていないのかもしれない．
一見，東西では東側(天満，桜ノ宮～寺田町)の方が名前の
正答率が高く見えるが，福島と天満では福島の方が名前を
覚えられており，位置を正しく回答した人も多い．正正率
の差は 20%である．同様に，新今宮と寺田町では，新今宮
の正正率の方が 14%高い．
大正と玉造では，大正の方が名前の正答率が 9%ほど高
かったのにもかかわらず，位置を含めた正正率では玉造が
14%高い．むしろ，大正の正正率 9%は著しく低い．
乗車人員と認知度が逆転している駅もある．例えば大阪
城公園と森ノ宮では，森ノ宮の乗車人員の方が約 14000 人
多いが，
大阪城公園の正答率，
正正率の方が10%以上多い．
また，西九条と弁天町でも，乗車人員では弁天町が勝って
いるのに正答率では西九条が 20%ほど多い．

ノ宮のリンクは正答率 A: 43%，
正答率 B: 71%なのに対し，
森ノ宮－玉造は A: 17%，B: 50%と，あまり玉造との結びつ
きが強くないような印象を受ける．同様に今宮(－芦原橋)
や，(芦原橋－)大正，(玉造－)鶴橋などもそうである．

表- 5 調査結果(視点③)
正答数 正答率A

正答率B
分母

正答率B

大阪

天満

17

49%

22

77%

天満

桜ノ宮

13

37%

21

62%

桜ノ宮

京橋

15

43%

21

71%

京橋

大阪城公園

15

43%

23

65%

15

43%

21

71%

6

17%

12

50%

大阪城公園 森ノ宮
森ノ宮

玉造

玉造

鶴橋

6

17%

12

50%

鶴橋

桃谷

14

40%

23

61%

桃谷

寺田町

13

37%

22

59%

寺田町

天王寺

18

51%

22

82%

天王寺

新今宮

22

63%

28

79%

新今宮

今宮

19

54%

20

95%

今宮

芦原橋

4

11%

14

29%

芦原橋

大正

4

11%

14

29%

大正

弁天町

8

23%

15

53%

弁天町

西九条

8

23%

16

50%

西九条

野田

9

26%

18

50%

野田

福島

12

34%

18

67%

福島

大阪

25

71%

28

89%

5. 調査を踏まえた環状線各駅の考察
視点①，②，③を踏まえ，各駅について述べる．
まず，正答率がおおよそ高く，よく知られていると言え
そうな駅は，京橋，鶴橋，福島や新今宮である．
京橋，鶴橋はともに乗車人員が多く，京阪電車や近鉄電
車を利用する人の乗換駅としても知られる．ビジネス街と
歓楽街という活気ある京橋のすがたや，電車のドアが開い
た際の鶴橋のにおいは，観光地大阪として外部に発信する
ものではないが，これらの地域は大阪人にとって，親しま
図- 4 調査結果(視点②)と乗車人員
れている大事なものだろう．
最後に視点③「隣接駅の正誤」での分類を表-5 に示す．
福島は，天満とともに大阪駅に隣接する飲み屋街として
例えば大阪－天満といったリンクの正答数を，総回答数 知られるが，今回調査では天満よりも認知度が高いという
35 で割ったものを正答率 A，当該 2 駅の駅名正答数のうち 結果になった．天満は徒歩 15 分の桜ノ宮とのリンクをア
小さいもの(大阪－天満では天満の 22)で割ったものを正答 ピールするのもいいかもしれない．
率 B とした．
新今宮は天王寺とのリンクの強さがあり，いわゆる大阪
福島－大阪(正答率 A: 71%，正答率 B: 89%)と，天王寺－ 新世界としての観光地のすがたが有名である．しかし実際
新今宮(正答率 A: 63%，正答率 B: 79%)は，ともに主要都市 のところ，天王寺から寺田町へ歩くことはあれど，天王寺
にかかわるリンクで，それぞれ大阪，天王寺とのつながり から新今宮，今宮へ行くことはあまりないのではないかと
が感じられる．
思われる．大阪の人々にとって新今宮がどのような地域な
次に正答率の高いと言えるのは，新今宮－今宮である． のか，もっと詳しく知る必要がある．
特に正答率 B では 95%と，今宮の駅名を覚えている人は，
次に正答率はそれほど高くないが興味深い駅として，大
新今宮の隣だときちんと認識していると言えるだろう．
阪城公園と西九条がある．
以降，寺田町－天王寺，大阪－天満などが正答率の高い
大阪城公園と森ノ宮はどちらも「大阪城公園」へ行くと
ものとして続く．野田－福島などは，正答率 A は 34%とそ きに利用されることが多そうだが，大阪城公園という駅名
れほど高くないが，正答率 B は 67%とやや高く，今宮と同 のため，森ノ宮よりもわかりやすいのだろう．このように
様に知っている人は場所も含めて覚えているのだろう．
その駅の近くになにがあるかわかる名前というのは大事な
各駅について見ると，例えば森ノ宮は，大阪城公園－森 のかもしれない．
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西九条は環状線西側で特徴的な駅で，野田，弁天町より
も認知度が高い．しかし西九条自体の乗車人員はそれほど
多くない．これは観光客，そして調査対象の学生にも親し
まれている「ユニバ」へ向かうゆめ咲線乗り換えの駅であ
るためだろう．西九条自体の魅力をアピールすることで，
乗り換えの際に降りてみたくなるインセンティブとなれば
いいが，実際は少し難しそうである．
そして，あまり知られていない駅として，玉造，芦原橋，
大正が挙げられる．これらの駅は乗車人員も少なく，降り
る理由がない，駅名でも何があるのかわからない，といっ
た駅なのではないかと思う．すると例えば大正駅を「京セ
ラドームに行くときにだけ使う駅」にするのではなく，新
たに，リトル沖縄と呼ばれるおもしろい食べ歩きの地域と
して発信できるのではないだろうか．
最後に，鶴橋－桃谷のリンクの結果は平均的だったが，
これは私には予想外だった．この 2 駅は，どちらもコリア
ンタウンとして知られ，少し質は異なるがぶらりと歩ける
ことから，もっとつながりが高く認知されていると予想し
ていた．
鶴橋，
桃谷ともに知名度が低いわけではないので，
学生にはなじみの薄いつながりなのだろうか．

Minimize 𝑑
subject to
0 ≤ √(𝑥𝑠 − 𝑥𝑠′ )2 +(𝑦𝑠 − 𝑦𝑠′ )2 − 𝛼(𝑟𝑠 + 𝑟𝑠′ )
≤ 𝑑                       for all 𝑠 ∈ 𝑆
𝑥𝑠 = cos(𝜃𝑠 ) , ys = sin(𝜃𝑠 )                    for all 𝑠 ∈ 𝑆
0 ≤ 𝜃𝑠 < 𝜃𝑠′ < 2𝜋                           for all 𝑠 ∈ 𝑆
𝜃𝑂𝑠𝑎𝑘𝑎_𝑠𝑡𝑎. = 0
𝛼>0

可視化したものを図-5 に示す．各駅外側の円が駅名の認
知度，内側の円が駅名と位置の認知度である．
二重の円により，その駅の直感的な認知度の大小と，位
置のゆらぎを表現している．認知度の最も小さい玉造は位
置のゆらぎが小さく，2 番目に小さい大正の方が位置のゆ
らぎが大きい．
これは，
大正は位置が把握されていないが，
玉造はそもそもどんな地域か理解されていないことを指す．
また，西側の円の大小差は，およそ均一な東側より顕著で
ある．これは大阪の東側が発展していることと，西側では
快速の停まらない 3 駅があるためだと思われる．

6. 円による大阪環状線各駅の認知度の可視化手法
視点②，③の結果を利用して，人々にとって環状線がど
のように認知されているかを可視化する．今回は視点②の
正誤率(駅名正かつ位置誤)と正正率(駅名正かつ位置正)を
円の大きさに置き換え，以下の方針で環状に配置する．
可視化の方針：円周上に大阪環状線の駅を並べ，各駅を認
知度の大きさを半径とする円として，各駅の円が隣接する
駅の円と接するように表示する．
大阪環状線の駅の集合を𝑆とする．また各駅s ∈ 𝑆の認知
度を非負の実数𝑟𝑠 で表す．(X,Y)を直交軸とする 2 次元ユー
クリッド空間において，原点を中心とする半径が 1 の円周
上に各駅が位置しているものとする．駅𝑠の座標を𝑝𝑠 =
(𝑥𝑠 , 𝑦𝑠 )，
原点とsを結ぶ線分が X 軸となす角度を𝜃𝑠 すると，
図- 5 駅の認知度を可視化した環状線
𝑥𝑠 = cos(𝜃𝑠 ) , 𝑦𝑠 = sin(𝜃𝑠 )となる．計算を簡単にするため，
始点となる大阪駅を(1,0)の位置に固定する．
7. おわりに
𝛼を正の実数のパラメータとする．大阪駅を除く各駅が，
上記の可視化の条件を満たすように円周上を移動したとす
環状線のアンケート調査結果から位置を含めた認知度，
る．この時，左周りで駅𝑠の一つ先の駅を𝑠′ ∈ 𝑆とすると， そしてその理由について考察した．鶴橋や京橋といった認
駅𝑠と𝑠′の円の間に次の関係が成立する必要がある．
知度の高い駅の存在は予想通りだったが，認知度の低い玉
造，大正，鶴橋－桃谷のリンクは意外であった．
𝛼(𝑟𝑠 + 𝑟𝑠′ ) = √(𝑥𝑠 − 𝑥𝑠′ )2 +(𝑦𝑠 − 𝑦𝑠′ )2     for all 𝑠 ∈ 𝑆
課題は認知度の低い駅である．必ずしも商業を活性化さ
上式の左辺は隣接する 2 駅の円の半径の和をスケーリング せる必要はないが，大阪にとってどこに位置し，どのよう
した値，右辺は隣接する 2 駅の円の中心のユークリッド距 な地域であるか理解されることで，その地域への親しみ，
離を示しており，これらが等しくなるとき各円が接する状 愛着を増すことができるのではないか．
態になる．
この条件を満たす𝛼と𝜃𝑠 (𝑠 ∈ 𝑆)を，以下の非線形計画問 参考文献
題を解いて求める．すなわち隣接する各駅の円が接する場 1)大阪府，平成 27 年度大阪府統計年鑑，日本語，
http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/nenkan/tn2015index.html ，2017 年6 月 28 日
合，目的関数値は𝑑 = 0の最小値になる．
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交通結節駅の店舗立地状況からみたサードプレイスの現状
神戸市立工業高等専門学校都市工学専攻
神戸市立工業高等専門学校都市工学科
1. はじめに
近年，我が国ではモータリゼーションの進展に伴い，市
街地は無秩序に拡大し，中心市街地の衰退やモビリティに
地域的格差が生まれるなど様々な障害を生み出してきてい
る．今後，駅間を交通ネットワークで結び，無秩序に拡大
した市街地をコンパクトに集約させるとともに，モータリ
ゼーションの進展を防ぐことを目指して，鉄道駅に都市の
機能を集約させた，
「コンパクトシティ政策」や「公共交通
指向型開発」の展開により，通勤・通学，観光客などによ
る人の集散がより一層増すことが予想される．とりわけ，
交通結節機能を有する鉄道駅(注 1)においては人の集散が著
しい．周囲の人の動きが速い空間では，そこに居る人に時
の流れを早く感じさせるとともに疲労感を与える．このよ
うな空間にはゆっくりと休憩できる場所がより必要であり，
それらのスペース，つまり「サードプレイス(注2)」の創出こ
そがこれからの鉄道駅の課題であると言える．しかし，サ
ードプレイスを取り上げた既往研究は少なく，例えば「駅
ナカ」をキーワードとした既往研究には，駅ナカ店舗の立
地実態に関する研究 1)や，駅ナカのカフェにおける使われ
方に関する研究 2)などが挙げられる．しかし，これらは施
設利用の側面からの研究であり，対象が限定されている．
本研究は駅ナカ開発が今後期待される JR 西日本を対象と
した点や特に人の集積が著しいと考えられる交通結節機能
を有する鉄道駅を対象とした点に大きな特徴を有している．
鉄道各社が駅ナカ事業に力を入れ始めたのは 2000 年に
入ってからであり，特に JR 西日本は新大阪駅の改良や明
石駅の開発事業など，近年，駅開発が進んできている．今
後，より一層の駅ナカ開発が期待される JR 西日本の鉄道
駅に焦点を当て，現地調査およびアンケート調査によりサ
ードプレイスの現状を把握することを目的とする．なお，
本研究では，サードプレイスの基礎的な店舗であるカフェ
や書店などを調査の対象としている．

塩川 大哉
小塚 みすず

利用が平等で会話が主たる活動であることや，アクセスの
しやすさ，控えめな態度であることなどを挙げている 3)．
本研究ではサードプレイスの定義を R.オルデンバーグ
のものから一部変更を加えて，以下の 5 つを定義とし，サ
ードプレイスの選定を行う．
1．身分による差別がない、中立の場所に立地
2．外観や内装は落ち着きのある雰囲気
3．就業時間外の営業
4．安価，もしくは無料で利用可能
5．特別な利用の制限がない
なおサードプレイスは，一般にカフェ，喫茶店，書店な
どが挙げられる．上記 5 つの定義に該当し，サードプレイ
スとして選定できる事例を写真-1 に示す．

写真-1 サードプレイスの事例(喫茶店・カフェ)

3. 調査対象駅の選定
JR 西日本管内である兵庫県内の交通結節機能を有する
鉄道駅を対象に調査対象駅の選定を行う．
兵庫県内には計 402 の鉄道駅がある．その内訳は，JR：
143 駅，民間鉄道：233 駅，地下鉄：26 駅となっている．
その中で交通結節機能を有し，JR を含む駅は 25 駅であっ
た．ここで，交通結節機能を有しているというのは，一般
に乗り換え可能であるということであり，本研究において
は改札口から人が快適に歩行することが可能な距離が 400
ｍであることから，半径 400ｍ圏内に駅が存在すること，
もしくは，複数の線を有していることを乗り換え可能とし
2. サードプレイスの定義
ている．25 駅の内乗降客数の規模が極めて少ない駅(注 3)に
「サードプレイス」という言葉は，アメリカの社会学者 ついては，本研究の対象から除外した．その結果，研究対
である R.オルデンバーグによって提唱されたものである． 象駅は 20 駅となった．20 駅を乗降客数別に 4 グループに
R.オルデンバーグは，都市居住者にとって生活上欠かせな 分け，各郡毎の平均乗降客数に近い駅を 3 駅ずつ（グルー
い居場所として「ファーストプレイス」と呼ばれる自分の プ A：兵庫駅，加古川駅，舞子駅，グループ B：住吉駅，
住んでいる家などのプライベートの強い場所と「セカンド 新長田駅，宝塚駅，グループ C：元町駅，明石駅，神戸駅）
プレイス」と呼ばれる職場や学校などの自分以外の他の人 抽出し，計 9 駅を調査対象駅として選定した．なお，グル
と共存する場所の 2 つを挙げており，この 2 つの居場所に ープ D の三ノ宮駅とグループ A の和田岬駅は本研究の調
加えてカフェや書店，広義的には居酒屋や理髪店などの場 査対象駅から除外している．前者は乗降客数の割合が全体
所を「サードプレイス」として位置付けている．また，サ の 3 割超であること，後者は利用目的が極めて限定的な路
ードプレイスの定義として中立領域に存在しており，その 線であり，一般的な駅とは考え難いためである．
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表-1 調査対象駅選定表
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

表-2 現地調査結果

交通結節駅＼駅種類

乗降客数(人)
割合
粟生駅
3,394
0.2
相生駅
8,972
0.4
塩屋駅・山陽塩屋駅
15,454
0.8
須磨駅・山陽須磨駅
28,331
1.4
和田岬駅
30,647
1.5
兵庫駅
42,240
2.1
加古川駅
44,348
2.2
A
舞子駅・舞子公園駅
44,811
2.2
三田駅
53,104
2.6
西明石駅
61,490
3.0
垂水駅・山陽垂水駅
79,141
3.9
尼崎駅
83,586
4.1
乗降客平均・累積割合
41,293
24.5
住吉駅
94,307
4.7
新長田駅
99,165
4.9
宝塚駅
114,357
5.7
B
姫路駅・山陽姫路駅
120,592
6.0
乗降客平均・累積割合
107,105
45.7
元町駅
127,129
6.3
明石駅・山陽明石駅
131,995
6.5
C
神戸駅・高速神戸駅・ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ駅
173,010
8.6
乗降客平均・累積割合
144,045
67.1
663,467
32.9
D
三宮駅
注)ゴシックは現地調査対象駅，ハッチ■はグループの合計
なお，本研究における調査対象範囲は JR 駅の改札口から駅ナカ施設や
付随しているビルなどの建物としての連続性のある場所としている．
調査限度は JR 駅の改札口から徒歩5 分圏内とする(注4)．

Ａグループ 兵庫駅
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：2 店舗
Ａグループ 加古川駅
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：1 店舗
Ａグループ 舞子駅
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：3 店舗
Ｂグループ 住吉駅
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：8 店舗

・スーパーマーケットを始めとして，各医療施設や図書
館などの公共施設も充実している
・駅自体は非常に小規模ではあるが周辺環境は十分に整
備されている状況であると言える
・駅北側が住宅街を中心とした構造であり，一方で南側
は都市機能の集約と高度化を目的とした建物中心の構造
となっており，駅を挟んで南北で明確に分かれた都市構
造となっている
・駅周辺に店舗が集中しておらず，公園や海，歴史的建
造物が広がっている
・駅周辺が大型店舗や都市機能がコンパクトに集約され
ていて，その外側には住宅街が広がっている

・乗降客数や駅舎自体の大きさからも大規模な駅である
が，駅ナカ施設はその規模に沿わず，充実しているとは
言い難い
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：4 店舗 ・駅周辺の環境は整備されており，駅ナカで不足してい
るものを駅周辺の店舗で補っている
・宝塚歌劇団の劇場があることや駅ナカ施設に力を入れ
Ｂグループ 宝塚駅
ている阪急との結節であることなどから駅ナカ施設，駅
周辺ともに充実しており，典型的な「コンパクトシテ
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：10 店舗
ィ」の事例であると言える
・高架下事業が広がり，駅周辺店舗に関しては他大規模
Ｃグループ 元町駅
駅周辺に比べても非常に多く，カフェを始めとする飲食
店が多く立地している
・駅前広場の有効利用の考えや元町高架下事業を活気あ
るものにするための再編などから今後さらに観光客が増
えることを想定される
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：2 店舗 ・初めてその駅を訪れる人々の視野は広くなく，駅周辺
にいくら店舗があったとしても目に入らなければ利用者
は増えないと言え，今後，観光人口が増えることを見越
すのであれば駅ナカ施設の再検討もしくは駅からの視点
を考える必要がある
・2013 年から改装工事が着工され，現在工事は完了し
Ｃグループ 明石駅
ており，以前まで老朽化していた駅前建築物やバスロー
タリーも改装され，駅に併設するようにタワーマンショ
ンができ，以前より賑わいを見せている
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：6 店舗 ・今後，さらに駅周辺が新しくなっていくと考えると，
駅利用者も現在より増加し，ますますサードプレイスが
駅ナカ・駅周辺に必要になると言える
Ｂグループ 新長田駅

4. 駅構内におけるサードプレイス出店状況
(1) 現地調査概要
調査対象駅として選定された 9 駅について，調査範囲内
のサードプレイス店舗数と駅施設やその周辺の状況を把握
するため，現地調査を実施した．調査は平成 28 年 9 月〜11
月に実施した．
(2) 現地調査結果
調査対象駅 9 駅の駅構内におけるサードプレイスの店舗
数とその周辺状況を表-2 に示す．
A グループの駅は乗降客数が 5 万人未満で，駅自体が小
規模なこともあってか，サードプレイスとなる店舗数は比
較的少ない．B グループの駅は，10 万人程度の乗降客数で
ある．サードプレイスの店舗数にはばらつきがあるが，駅
ナカだけでなく，駅周辺に様々な施設が整備され，駅を中
心にコンパクトな市街地が形成されている．C グループの
乗降客数は 13 万人前後あるいは 17 万人程度とグループ内
で乗降客数差がある．そして，駅ナカのサードプレイスの
店舗数にもばらつきがあり，元町駅は 2 店舗と少ない．し
かし，駅周辺には飲食店をはじめとする商業系の土地利用
が広く展開している．加えて，駅周辺施設には観光や買物
目的となる店が多いことからも来街者の多様性がみられる．

Ｃグループ 神戸駅
ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ：9 店舗

・駅地下施設，駅周辺店舗ともに充実している駅である
・神戸駅は兵庫県の中心の駅で，観光客なども多い

舗に対して平成 28 年 12 月に郵送調査法によるアンケート
調査を実施した．調査は，主に店舗の利用状況の把握を目
的とし，店主や経営者を対象としたものである．
(2) サードプレイスの現状評価
Ⅰ)サードプレイスの認知度
サードプレイスについての認知度を図-1 に示す．書店、
カフェともに 6 割以上がサードプレイスという言葉を「聞
いたことがない」と回答していることからも，一般に言葉
の認知度は高くないと言える．
Ⅱ)店舗滞在時間および利用目的

5. サードプレイス店舗の営業状況
(1) アンケート調査概要
4.の調査により，サードプレイスとして選定された 45 店

来客者の平均滞在時間について，出店者が滞在時間に限
度や目安となる時間を設定しているか否かを確認した．そ
の結果，全店舗において限度は設定していないことが分か
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カフェ

3

書店

2
0%

Ⅱ) 滞在時間と店舗の席数の関係
アンケート調査の結果から，特に関連性があると思われ
る項目間の関係性を把握することを目的にクロス集計を行
った．カフェにおいての滞在時間と店舗の席数の関係を図
-4 に示す．
席数が少ない店舗では席数が多い店舗に比べて，
来客者の平均滞在時間が短いという結果が得られた．これ
は席が少ないことによる窮屈感や圧迫感といったような精
神的な尺度が影響しているのではないかと考えられる．な
お，書店については，一般に書店内には席数が少なく，最
近こそ座って読むスペースが出来てきてはいるが，傾向に
偏りが生じる可能性があることから，
集計の対象外とした．
Ⅲ) 混雑度の評価
朝・昼・夜のどちらがどの程度混雑しているかというこ
とを一対比較評価の結果から AHP により朝昼夜の混雑度
のウエイトを把握する．分析の結果を表-3 に示す．
全体として朝昼夜の重要度(混雑度)を見ると，
昼が 43.7%
と最も高く，次点で夜の 35.4%，最も低かったのは朝の
20.9%であった．この結果からサードプレイス全体では昼
に最も混雑していて，次に夜，朝は最も混雑していない時
間帯と言える．カフェにおいては昼が 52.5%と最も混雑し
ており，次いで朝の 26.2%，夜の 21.3%となっている．この
ことからカフェのみに焦点を絞った場合，全平均に比べ，
夜の重要度が減り，昼が増加していると読み取れる．カフ
ェにおいては朝夜に比べて昼が最も混雑していると言える．
これはカフェにはランチの時間などでお得になったりする
ことや，仕事の昼休みなどの時間の利用などの要因が影響
していると考えられる．夜に比べ朝の方が混雑する理由と
してはカフェでは一般的にモーニングサービスを提供して
いるケースが多く，その影響が反映されていると考えられ
る．一方で，ランチやモーニングサービスなどは飲食を目
的としたものであるとも言え，サードプレイスの空間利用
としては本来の機能である多様な利用用途を限定的にして
いると言える．書店においては夜が 68.3%と最も混雑して
おり，次いで昼の 23.2%，朝の 8.5%となっている．書店で
は夜が特に高く，最も混雑していると言え，朝の通勤・通
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20%

40%

60%

聞いたことがある

80%

100%

聞いたことがない

図-1 サードプレイスの認知度

サードプレイス数

った．つまり出店者からすると何時間でもそこに居てもら
っても良いというように捉えることができる．これはファ
ストフード店などの商業形態とは異なるところであると言
える．次に店舗の利用目的を図-2 に示す．カフェにおいて
は「飲食」が最も多く，次いで，
「会話」
，
「待ち合わせ」で
ある．サードプレイスの提唱者である R.オルデンバーグが
『会話が重要である』3)と言っているように，実際にサード
プレイスとして利用されている店舗で会話がその利用目的
として多いことが分かる．書店では，
「待ち合わせ」と「読
書」の利用目的が多い．
ここで，単純集計結果の中でも特筆すべきは，店舗によ
って利用時間帯が異なるということである．例えば，図-3
のカフェと書店の混雑時間帯を比較すると，カフェは昼の
12 時に向けて混雑度が上昇している．一方，書店では夜の
18 時に向けて混雑度が上昇していることが分かった．これ
はカフェにはランチのサービスがあること，書店は会社や
学校帰りに少し立ち寄るという目的での利用などが影響し
ていると考えられる．このように，同じサードプレイスで
あっても店舗種別に利用状況に違いがあると言える．
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表-3 AHP による分析結果(混雑度)

0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
店舗利用ピーク時間

全体
カフェ
書店

図-3 サードプレイス店舗の混雑する時間帯
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朝

昼

夜

合計

0.209
0.262
0.085

0.437
0.525
0.232

0.354
0.213
0.683

1.00
1.00
1.00

学時間に比べ夜の帰宅時間に向けて増加傾向にある．これ
らの結果は単純集計の結果と整合性がとれ，店舗種別に利
用状況が異なることが分かる．

乗降客数(万人/日)

7. 結論
本論は，交通結節機能を有する鉄道駅構内におけるサー
ードプレイスの現状について，現地調査及びアンケート調
査に基づき明らかにした．以下にその成果をまとめる．
6. サードプレイス店舗数の関係性
・現地調査から，対象範囲内のサードプレイス店舗数と駅
サードプレイス店舗数の多少がどのような要因に影響さ
周辺状況の把握を行った．乗降客数が比較的少ない駅は
れているのかを把握するために，
下記の 2 つの仮説を立て、
サードプレイス店舗数も少ない傾向があること推察され
統計的有意性の有無を検証した．
る．
（仮説 1）サードプレイスの店舗数と鉄道駅乗降客数と ・アンケート調査から，サードプレイスという言葉の認知
の間には相関関係がある
度や席数，利用状況の把握を行った．サードプレイスと
（仮説 2）サードプレイスの店舗数と昼夜間人口比率と
いう言葉の認知度は高くないこと、利用用途や混雑する
の間には相関関係がある
時間帯などは店舗種別に大きな違いが見られた．
まず（仮説 1）について，各調査対象駅のサードプレイ ・サードプレイス店舗数と関連のある要因の把握を行った．
ス店舗数と日平均乗降客数の 2 データ間の関係を図-5 に示
サードプレイスの店舗数と鉄道駅乗降客数との間に統計
す．両者には一般的な相関関係があり（r=0.656）
，有意水準
的に有意な相関関係があることを確認できた．
（仮説 2）について，
10％で統計的有意性を確認した．次に，
本研究では，駅ナカを対象にサードプレイスを考えてき
サードプレイス店舗数と昼夜間人口比率の関係を図-6 に示 た．これは多くの人が集まる鉄道駅にはサードプレイスと
す．両者は弱い相関（r=0.323）であり，t 検定の結果，統計 いう空間が必要であると考えたためである．しかし，サー
的有意性を確認できなかった．図-6 図中の右上の神戸駅の ドプレイスという空間は駅周辺だけではなく，他にも必要
データは他のものに比べて値が大きく外れており，この要 とされている場所があるのではないかと考える．サードプ
因が傾きを少し大きくしていると考えられるが，特殊解と レイスの必要性の把握は今後の研究課題としたい．
見なして除外した場合，相関関係はほとんど見られなくな
る可能性がある．この点については，サンプル数を増やし 補注
確認する必要性や，分析に用いた昼夜間人口比率が都市規 (注 1) 交通結節機能を有する鉄道駅の定義は乗り換え可能な駅，
乗り換えが誘導される駅である．
模での値を用いていることなど，指標の採り方が要因とな
(注 2) アメリカの社会学者であるレイ・オルデンバーグ(Ray
っている可能性があるなど，今後の課題としたい．
Oldenburg)は自身が書いた「The Great Good Place」3)で，都市
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居住者にとって生活上欠かせない二つの居場所として家を
ファースト・プレイス，学校や職場をセカンドプレイスと

y = 0.8938x + 5.2126
R² = 0.4301

位置づけ，二つの居場所に加え，カフェや書店などを居心
地の良い第三の場所とし，サードプレイスを提唱した．
(注 3) 「駅乗降者数総覧’15」4)にデータ無記載の佐用・上郡・和
田山・豊岡・谷川駅の 5 駅を乗降客数規模の極めて少ない
駅とする．
(注 4) 人が快適に歩行する限度の時間として，満足している割合
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8
サードプレイス店舗数
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が最も高いとされる時間である．
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高齢者の地域社会との関わりと孤立感の相互関係分析
名工建設㈱
東亜道路工業㈱
大阪工業大学 大学院
地域活力・街づくり研究所
大阪工業大学 工学部

1 章 はじめに
高齢者の社会的孤立が問題とされており、孤独死・餓死・
虐待・心中など社会的孤立に伴う事件が大きな社会問題の
一つである。内閣府の「高齢社会白書」1)では、世帯構成の
変化・雇用労働者化の進行・生活利便性の向上・暮らし向
きと社会経済的境遇が社会的孤立の背景とされている。ま
た、社会的孤立の陥りやすい高齢者の特徴として、単身世
帯、未婚者・離別者、暮らし向きが苦しい者、健康状態が
よくない者などがあげられている。社会的孤立を防止する
には地域社会との関わりを促進することが必要であり、高
齢者個人のみならず地域としての課題といえよう。
本研究では、高齢者の孤立感は地域社会との関わりの強
弱となって表れるかについて研究する。地域社会に関わる
ための意志が強い人ほど、孤立感が弱いと考える。高齢者
の地域社会との関わりと孤立感の相互関係を明らかにする
ことを目的に実施する。
研究方法は、大阪市旭区・北区の高齢者を対象に聞き取
りによるアンケート調査を実施（2016 年 10 月 19 日～10
月 31 日に 106 件）し、世間との付き合いの程度と孤立感に
着目して高齢者の地域との関わりと孤立感の相互関係を確
かめた。各個人属性ごとに傾向を見つけ出し、高齢者の地
域社会との関わりと孤立感にどのように関係してくるかを
調べた。
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図－1 男女別 世間との付き合いの程度
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図－2 年代別 世間との付き合いの程度
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2 章 高齢者の世間との付き合い
高齢者は世間との付き合いの程度が「比較的ある」
、また
はそれ以上の付き合いで過半数を超えている中で男女別で
は、女性は男性に比べると世間との付き合いが多い傾向が
見られる(図－1)。女性のほうが、社交的であると考えられ
る。男性は「ほとんどない」の割合が約 20％と高い点が注
目される。先行研究２）では、高齢者の交友関係は女性が幅
広い一方、男性は家族や職場仲間関係に偏っている傾向が
あるといわれており、
本研究でも同様の傾向が表れている。
年代別では 70 歳未満と 70 歳以上に分けて見たところ 70
歳未満の方が僅かであるが世間との付き合いが多い傾向が
表れた（図－2）
。
世帯人数別では、人数の規模が増えるにつれて世間との
付き合いの程度が「ある」
・
「大いにある」の割合が減少傾
向にあること、および独居世帯では付き合いが多いものの
「ほとんどない」の割合が高いという二極化がみられる。
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図－3 世帯人数別 世間との付き合いの程度
3 名以上でも「ほとんどない」の割合が高いが、これは家
庭内のコミュニケーションが存在することが影響を与えて
いることが考えられる。特に独居者は社会的孤立に陥りや
すい可能性が高いと考えられる（図－3）
。
居住年数別では、
「20～39 年」が最も世間との付き合い
の程度が高く、
「19 年未満」が最も低いことがわかる。
「19
年未満」の人は居住年数が短いことからあまり世間との付
き合いがなく、
「20～39 年」の人はある程度住み慣れた上

に、仕事仲間など知り合いが多いためと考えられる。
「40
年以上」になると住み慣れてはいるがその分年齢も重ね定
年となり、外出頻度が少なくなることで付き合いが減った
と考えられる。
住宅の種類別では「マンション」
「戸建」
「アパート」の
順に世間との付き合いが多い傾向が見られた。
「アパート」
に住んでいる人は、世間との付き合いが「ほとんどない」
と、
答えた人の割合が他と比べて高い傾向がある
（図－4）
。
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図－6 年齢別 孤立感
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図－4 住宅種類別 世間との付き合いの程度
3 章 孤立感の認識
全体でみると約70%の高齢者が孤立感を感じていない中
で、男性の方が女性より孤立感を感じている傾向がみられ
る(図－5)。第 2 章でみたように男性のほうが世間との付き
合いの程度が低いため、孤立感が多い結果に繋がったと考
えられる。男性だけに「孤立感は常に残っている」の回答
があった点が特筆される。先行研究３）では、高齢者の社会
的孤立には、男性の比率が高いことが示されており、本研
究でも同様の傾向がみられる。
年齢別では、70 代未満のほうが 70 代以上に比べ孤立感
が低い傾向がある (図－6)。先行研究４）では、高齢である
ほど孤立しやすいことが示されている（Townsend 1968：
Victor ら 2000）
。
男女別、年齢別ともに各先行研究と同様の傾向が表れて
おり良好な結果が得られたと考えられる。
世帯人数別では、人数が増えるごとに孤立感が減少して
独居世帯では孤立感を感じやすくなると考えられる。
いる。
これは内閣府の「高齢社会白書」1）の社会的孤立に陥りや
すい高齢者の特徴とも合致している。逆に世帯人数が複数
になると、会話などをすることで孤立感が緩和されると考
えられる（図－7）
。
住宅種類別では、孤立感を感じている人は「マンション」
「アパート」
「戸建」の順に多いことが分かった。
居住年数別では居住年数が長いほど孤立感は感じにくい
傾向がある。居住年数を重ねることで周囲に知人が増え、
地域に馴染むことから孤立感が緩和されていると考えられ
る（図－8）
。
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4 章 孤立感と地域社会の関係
世間との付き合いの程度別に孤立感の程度をみた
（図－9）
。
これによると世間との付き合いの程度が多いほど孤立
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図－8 居住年数別 孤立感
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図－9 孤立感と世間との付き合いの程度の関係
感を感じている割合が低い傾向がみられる。つまり世間と
の付き合いの程度が少ないほど孤立感を感じやすい傾向が
あることがわかる(図－9)。本研究では上記の傾向があるこ
とを確認することが主要な目的の一つであり、重要な結果
だと言える。
上記と同様の傾向は男女別・年齢別でも確認された。
また、
独居者が社会的孤立に陥りやすい傾向があるため、世帯人
数別の世間との付き合いの程度と孤立感について傾向をみ
た（図－10）
。これによると独居世帯でも世間（地域社会）
とのつながりを持つ傾向が高い高齢者ほど孤立意識が低く、
この逆の傾向も表れている。

この結果（図－11）において、潜在変数は「絆の大切さ」
と「地域社会での存在意識」と考えた。観測変数の数値は
1.0 に近いほど潜在変数と因果関係をもつことを示してい
る。
「絆の大切さ」に最も関係してくるのは 0.56 の「孤立
感について」で、次いで 0.36 の「世間との付き合いの程度」
が因果関係を示した。数値はあまり大きくないが「絆の大
切さ」という潜在意識が大きいと孤立感意識が低くなり、
世間との付き合いの程度が高くなることがいえる。
つまり、
4 章で述べた傾向がここにも表れている。また、
「地域での
存在意識」は居住年数が 1.0 と強く因果関係を示しおりそ
の他の観測変数は数値が小さく関係が弱いことがわかる。
「地域社会での存在意識」が大きいと居住年数の長さと大
きな関わりがあるといえる。最後に、
「絆の大切さ」と「地
域社会での存在意識」の相関関係は 0.4 と中度の相関があ
ることがわかった。

図－11 共分散構造分析結果
次に、孤立感の程度の違いに影響している要因を判別分
析的視点から行うため、数量化分析Ⅱ類を試みた。
「世間と
の付き合いの程度・居住年数・住宅の種類」の 3 項目が孤
立感についてどのように関わっているのかを数量化Ⅱ類で
分析した（図－12）
。
第 1 軸では孤立感について最も影響を与えているのは居
住年数で、第 2 軸では世間との付き合いの程度である。こ
のことから、第 1 軸は地域的定着の程度で第 2 軸は社会的
定着の程度と解釈できる。このことは、カテゴリースコア
とレンジ値などから判断した。この分析の第 2 軸までの累
積寄与率は 82.0％となった。
このことから世間との付き合いの程度が高い人ほど孤立
感を感じておらず、低い人ほど孤立感を感じている傾向が
あることがわかる。

図－10 世帯人数別の孤立感と世間との付き合いの程度の
関係
5 章 孤立感と付き合いの間における潜在要因分析
今回、潜在要因分析を行うにあたり潜在変数を取り扱う
共分散構造分析を試みた。まず、モデルとデータの適合度
について、GFI、AGFI、CFI は全て 1.0 に近いほど適合度
が良いと判断できる。結果、GFI=0.957、AGFI＝0.914、CFI
＝0.871 と各数値が算出された。また、RMSEA は複雑なモ
デルに用いることが多い指標とされており、0.05 以下は当
てはまりが良いとされている。結果、0.04 だった。これら
の数値から今回のモデルとデータの適合度は十分であると
判断できる。

6 章 まとめ
本研究では高齢者の地域社会との関わりと孤立感の相互
関係を明らかにしてきた。
2・3 章では、
・男女別では、男性のほうが世間との付き合いの程度が低
いため、孤立感が多い結果に繋がったと考えられる。男性
だけに「孤立感は常に残っている」の回答があった。
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切にすることが重要だといえよう。今後の課題として高齢
者がつながりや絆を深めることができるような場を設ける
ことが急務だと考える。
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図－12 数量化分析Ⅱ類によるサンプルスコアプロット図
とカテゴリースコアとレンジ値
・年齢別では、70 代未満のほうが世間との付き合いが多く、
僅かであるが孤立感が少ない傾向がみられる。
・世帯人数別では、独居者の世間との付き合いが最も多い
のに対し、孤立感は独居者が最も感じている。しかし、独
居者だけでみると孤立感を感じていない人は世間との付き
合いの程度が高く、この逆の傾向も表れている。
・住宅の種類別では、マンションが世間との付き合いが一
番高い傾向にあったが、孤立感をみるとマンションが一番
感じている結果がみられた。
・居住年数別では、居住年数が長いと孤立感を感じにくい
のに対し、居住年数が長くても世間との付き合いがあるわ
けではない。しかし、数量化分析Ⅱ類のでは、居住年数が
長いほど世間との付き合いの程度が高い傾向がみられた。
4 章では、
・世間（地域社会）とのつながりを持つ傾向が高い高齢者
ほど孤立感意識が低く、
この逆の傾向も明瞭に表れている。
5 章では、
・共分散構造分析と数量化Ⅱ類の分析でも上記までの傾向
が分析された。
本研究より、高齢者の孤立感は地域社会との関わりの強
弱となって表れるか研究してきた結果、孤立感を緩和させ
るためにはやはり世間（地域社会）とのつながりや絆を大
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「道の駅」の地域福祉機能がもたらす地域のつながりの変化に関する分析
和歌山工業高等専門学校エコシステム工学専攻
和歌山工業高等専門学校環境都市工学科
和歌山工業高等専門学校技術支援室
1. はじめに
近年、我が国では、
「道の駅」を 1)好循環の地方拡大の
強力なツール、2)地方創生を進めるための「小さな拠点」
と位置づけ、その総合的支援に関する取り組みが進められ
つつあり、インバウンド観光、観光総合窓口、地方移住等
促進、産業振興、地域福祉、防災など様々な機能が期待さ
れている。
その一方で、1)地方創生の拠点として機能強化をどのよ
うに図るか、2)全体の数や配置をどのように考えるか、3)
使われ方や効果をどのように把握して活かすか、等といっ
た課題が残されていることから 1)、様々な機能の必要性を
定量的に評価する方法や考え方が確立されておらず、地域
に合った「道の駅」の導入・改善を検討するための十分な
知見が蓄積されているとは言い難い。
そこで、
「道の駅」
に関する既往研究について概観すると、
「道の駅」の休憩機能 2)や地域振興機能 3)4)、防災機能 5)に
着目したものが多い中で、河合 6)は「小さな拠点」として
の「道の駅」の現状と効果を把握するため、
「道の駅」の地
域福祉機能を含む各種機能に着目して分析を行っている。
しかしながら、各種機能の設置数や「道の駅」運営におけ
る各種機能に対する管理者の意識といった基礎的な分析に
留まっており、
「道の駅」の地域福祉機能がもたらす周辺地
域住民の生活の質(QOL)や地域のつながり(近所との付き
合いの頻度等)の向上効果等について詳細な分析がなされ
ていない。
そこで、本研究では、地域福祉機能を備えた「道の駅」
の導入によって地域のつながり(近所との付き合いの頻度)
が変化する周辺地域住民の特徴を中心に分析することで、
「道の駅」の地域福祉機能の必要性に関する定量的評価手
法の確立に向けた基礎的知見を得ることを目的とする。

湊
絵美
伊勢
昇
櫻井 祥之

等の食料品に加えて、日用品等の生活必需品も揃う新たな
形態の店舗となっていることが特徴的である。
また、当該「道の駅」は、南海高野線九度山駅から約 900m
の位置に立地しており、鉄道駅徒歩圏(800m)8)外ではある
ものの、鉄道駅からの徒歩によるアクセス性は比較的優れ
ていると言える。
その一方で、バスについては、九度山町内にバス路線(コ
ミュニティバスを含む)がないため、
隣接市(橋本市)のコミ
ュニティバスのバス停が最寄りのバス停となり、そこから
当該「道の駅」までの距離(約 600m)はバス停徒歩圏
(300m)8)の約 2 倍である上に、運行頻度は 6 便/日と少ない
ことから、当該「道の駅」へのバスによるアクセス性の低
さが窺われる。

橋本市

かつらぎ町

九度山町

高野町

<凡例>
：研究対象「道の駅」
：鉄道駅
：鉄道路線

図 1 研究対象「道の駅」の位置
2. 研究対象「道の駅」の概要
本研究では、和歌山県九度山町の「柿の郷くどやま」を
研究対象「道の駅」とした(図 1)。
当該「道の駅」は、九度山町民へのアンケート調査結果 7)
に基づき、2014 年 4 月 26 日に開駅した「道の駅」(指定管
理団体：一般財団法人九度山町柿の里振興公社)であり、周
辺地域住民の生活の質(QOL)の向上が設置目的の1 つとし
て位置付けられていることから、
「道の駅」の基本コンセプ
ト(休憩機能、情報発信機能、地域連携機能)に加えて、買
い物施設や食事施設、公園といった地域福祉機能を備えて
いる。中でも、買い物施設である「産直市場よってって道
の駅くどやま店」は、当該「道の駅」の設置目的に基づい
て、従来の「よってって」とは異なり、野菜、果物、精肉

3. アンケート調査の概要
本研究では、地域福祉機能を備えた「道の駅」の導入に
よって地域のつながりが変化する周辺地域住民の特徴を把
握するため、個人属性、周辺環境、
「柿の郷くどやま」の利
用実態、
「柿の郷くどやま」の開駅による地域のつながりの
変化を主たる項目として、2016 年 10～12 月に「柿の郷く
どやま」の周辺地域(九度山町、橋本市、かつらぎ町、高野
町(図 1))の住民にアンケート調査を実施した(表 1)。
調査対象は、無作為に抽出した世帯における世帯員 2 名
(幼児・学生を除く)とし、配布回収方法は、訪問配布・郵
送回収とした(配布世帯数：3,021 世帯(6,042 人）
、回収世帯
数：844 世帯(1,336 人))。
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表 1 代表的なアンケート調査項目
大項目

（n=1285）
近所の人への
あいさつの回数
近所の人との
会話の回数
近所の人との
お出かけの回数

小項目

個人属性

住所、性別、年齢、職業、世帯構成、
介護認定、歩行可能時間、
自動車・バイクの保有状況

周辺環境

・自宅から最寄りの鉄道駅までの距離
・自宅から最寄りのバス(乗合タクシー等
を含む)の停留所までの距離
・最寄り生鮮食料品店タイプ(「柿の郷く
どやま」を除く)
・自宅から最寄り生鮮食料品店までの距離
・自宅から「柿の郷くどやま」までの距離

0%

4. 「道の駅」の利用実態と地域のつながりの変化に関する分析
4.1 「道の駅」の利用実態
まず、
「柿の郷くどやま」の利用頻度(全体)及び当該「道
の駅」の地域福祉機能に該当する各施設(買い物施設、食事
施設、公園)の利用頻度について集計した(図 2)。
その結果、周辺地域住民の約半数が当該「道の駅」を 1
か月に 1 日以上利用していることがわかる。また、各施設
について見ると、1 か月に 1 日以上利用している人の割合
は、最も多い買い物施設で約 40%であり、次いで、食事施
設では約 25%である一方で、公園については約 6%とほと
んど利用している人がいなかった。

9% 8%
10%

14%
13%

11%

38%

10%

44%

8%

63%
87%

0%
週に6日以上
週に2～3日
2週間に1日
1か月に1日
3か月に1日

20%

40%

60%

80%

9%

83%

11%

81%

20%

40%

60%

かなり増えた

そこそこ増えた

わずかに増えた

わずかに減った

そこそこ減った

かなり減った

80%

100%

変わらない

5. 地域福祉機能を備えた「道の駅」の利用頻度に関する
要因分析

「柿の郷くどやま」 ・近所の人へのあいさつの回数の変化
の開駅による地域 ・近所の人との会話の回数の変化
のつながりの変化 ・近所の人とのお出かけの回数の変化

10% 9%

84%

図 3 「道の駅」の開駅による地域のつながりの変化

・
「柿の郷くどやま」の利用頻度
「柿の郷くどやま」
・
「柿の郷くどやま」の各施設の利用頻度
の利用実態
・
「柿の郷くどやま」の各施設での使用金額

全体
（n=1301）
買い物施設
（n=1236）
食事施設
（n=1080）
公園
（n=973）

8%

5.1 本分析の概要
「柿の郷くどやま」に整備されている地域福祉機能に該
当する施設(買い物施設、
食事施設、
公園)に着目した場合、
それらの整備の組み合わせパターンは合計 7 つである(全
く整備しないケースを除く)。ここでは、全ての施設が整備
された場合の「道の駅」の利用頻度(図 2 の全体の利用頻
度)に関する要因分析を行う。
なお、本アンケート調査における利用頻度の設問に対す
る選択肢は、図 2 のとおり、単位が統一されておらず、ま
た一部の選択肢については範囲で表現されている。
そこで、
範囲で表現されている選択肢については、それぞれの選択
肢の中央値を採用することとした。その上で、全ての選択
肢の単位を「日/週」に統一した。具体的に例示すると、
「週
に 6 日以上」の場合は 6.5 日/週、
「週に 4～5 日」の場合は
4.5 日/週、
「1 か月に 1 日」の場合は 1/4=0.25 日/週となる。
ただし、
「3 か月に 1 日未満(利用しない)」の場合は 0 日/週
とした。
要因分析の流れを示すと、第一に、個人属性や周辺環境
に関する説明変数と利用頻度(目的変数)との関係性につい
て統計的検定を行う。第二に、統計的検定において有意性
が認められた説明変数と利用頻度(目的変数)に関するデー
タに重回帰モデルを適用することで要因分析を行う。

100%

週に4～5日
週に1日
3週間に1日
2か月に1日
3か月に1日未満（利用しない）

図 2 「道の駅」の利用実態
4.2 「道の駅」の開駅による地域のつながりの変化
次に、当該「道の駅」の開駅による地域のつながりの変
化について集計を行った(図 3)。
その結果、
「近所の人へのあいさつの回数」
、
「近所の人と
の会話の回数」
、
「近所の人とのお出かけの回数」の全てに
おいて、
「増えた」と回答した人の割合は 20%程度であるこ
とがわかった。

5.2 要因分析結果
モデル構築前の統計的検定において有意性が認められた
変数は、表 2 に示す 7 変数である。
各変数の係数を見ると、高齢、自立以下、21～45 分の歩
行が可能、自宅から「柿の郷くどやま」までの距離が短い、
の係数がアイテム内において比較的高くなっていることが
わかる。このことから、
「道の駅」の近くに居住しており、
かつ、中程度の身体機能を有する高齢者の利用が多いと言
える。歩行可能時間については、1）歩行可能時間の長い身
体機能の高い人は自宅から多少離れていても品揃えの豊富
なスーパーマーケットやメニューの豊富なレストランに行
くために利用頻度が低い、2）歩行可能時間の短い身体機能
の低い人はそもそも外出すること自体が困難なために利用
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頻度が低い、ことが想定される。
また、職業については、日々の食料品等の買い物を主体
的に行っていることが想定される専業主婦(夫)及び無職に
加えて、農林漁業やパート・アルバイトに従事する人の利
用が多くなっている。この点については、1)農林漁業従事
者は自身が育てた農作物等を買い物施設に納品するついで
に利用している、2）パート・アルバイト従事者は兼業主婦
(夫)として買い物施設等を利用している、等に起因するも
のと推察される。
自宅から最寄り鉄道駅までの距離については、その距離
が短い場合に利用頻度が高くなることが見て取れる。これ
については、当該「道の駅」が鉄道駅から約 900m の位置
に立地しており、鉄道駅徒歩圏(800m)8)外ではあるものの、
鉄道駅からの徒歩によるアクセス性が比較的優れているこ
とが一因として考えられる。
さらに、当該「道の駅」と最寄り生鮮食料品店との位置
関係も利用頻度に影響しており、最寄り生鮮食料品店に行
くよりも「道の駅」に行く方が近い場合に利用頻度が高く
なる傾向にある。
表 2 「道の駅」の利用頻度に関する要因分析結果
60 歳未満

標準
偏回帰係数
-0.045

-1.277

60 ~ 74 歳

-0.017

-0.520

75 歳以上

0

-

説明変数

年齢

職業

農林漁業, 専業主婦(夫),
パート・アルバイト, 無職
会社員, 公務員, 自営業

介護認定
歩行可能時間

自立以下
要支援1 以上
20 分以下 or 45 分以上
21 ~ 45 分

自宅から最寄り鉄道駅 3km 以下
までの距離
3km 以上
自宅から「柿の郷くどやま」までの距離(km) 自宅から最寄り生鮮食料品店までの距離(km)
500m 以下
501m ~ 1km
自宅から「柿の郷くど
1 ~ 3km
やま」までの距離
3 ~ 8km
8km 以上

0.062
0
0.064

t値

2.112**
2.259**

0

-

-0.043

-1.585

0

-

0.034

1.065

0

-

-0.079

-2.522**

0.252
0.153

点として数値化した上で、その合計値を地域のつながりの
変化(目的変数)とした。
また、目的変数は異なるものの、要因分析の流れについ
ては、5.1 で記述したとおりである。
6.2 要因分析結果
モデル構築前の統計的検定において有意性が認められた
変数は、表 3 に示す 7 変数である。
各変数の係数を見ると、女性、12～25 分の歩行が可能、
利用できる車がない、自宅から「柿の郷くどやま」までの
距離が短い、の係数がアイテム内において比較的高くなっ
ていることがわかる。このことから、
「道の駅」の近くに居
住しており、かつ、自動車を自由に利用できない中程度の
身体機能を有する女性にとって、買い物施設や食事施設、
公園が整備された「道の駅」の導入は地域のつながりを高
める上で効果的であると言える。なお、性別については、
買い物や子育て(子供と公園で遊ぶ等)は比較的女性が主体
となって行っていることが原因として考えられる。
また、年齢については、49 歳以下 or 70 歳以上の係数が
高くなっている。これについては、1）公園利用者の多くは
若い親と子や祖父母と孫の組み合わせであることが想定さ
れ、結果として地域のつながりが高まる、2）50～69 歳に
該当する人の多くは公園で一緒に遊ぶような小さな子供は
おらず、また、身体機能も比較的高いことが想定され、結
果として当該「道の駅」の地域福祉機能をそれほど利用し
ないために地域のつながりの向上に対する当該「道の駅」
の導入効果が小さい、等が考えられる。
さらに、自宅から最寄り鉄道駅までの距離や当該「道の
駅」と最寄り生鮮食料品店との位置関係については、
「道の
駅」の利用頻度の要因分析結果(表 2)と同様の傾向を有す
ることがわかった。
表 3 地域のつながりの変化に関する要因分析結果
説明変数

***

6.407

***

3.583

性別

*

0.081

1.718

0.010

0.228

0

-

年齢

***:1%有意, **:5%有意, *:10%有意
サンプル数:1260, 重相関係数:0.3324, F 値:14.0968***(分散分析結果)

歩行可能時間

6. 地域福祉機能を備えた「道の駅」の導入による地域の
つながりの変化に関する要因分析
6.1 本分析の概要
ここでは、5.の施設整備条件との整合性を勘案し、地域
福祉機能に該当する全ての施設が整備された「道の駅」の
導入による地域のつながりの変化に関する要因分析を行う。
なお、本分析では、
「近所の人へのあいさつの回数」が増
えた場合は 1 点、
「近所の人との会話の回数」が増えた場合
は 2 点、
「近所の人とのお出かけの回数」が増えた場合は 3
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利用できる車

男性
女性
49 歳以下 or 70 歳以上
50 ~ 69 歳
9 分程度以下 or 25 分以上
12 ~ 25 分
あり
なし
2km 以下

自宅から最寄り鉄道駅
2 ~ 8km
までの距離
8km 以上
自宅から「柿の郷くどやま」までの距離(km) 自宅から最寄り生鮮食料品店までの距離(km)
1km 以下
自宅から「柿の郷くど1 ~ 3km
やま」までの距離
3 ~ 8km
8km 以上

標準
偏回帰係数
-0.055

t値
-1.987**

0

-

0.049

1.751*

0

-

-0.022

-0.800

0

-

-0.048

-1.709*

0

-

0.025

0.352

0.001

0.011

0

-

-0.064

-2.000**

0.265

5.004***

0.100

1.938*

0.054

1.102

0

-

***:1%有意, **:5%有意, *:10%有意
サンプル数:1261, 重相関係数:0.2969, F 値:12.0810***(分散分析結果)

地域のつながりが高まる傾向にあることが示された。
以上のことから、
「道の駅」の利用頻度と地域のつながり
今後は、
「道の駅」の地域福祉機能の必要性を評価する際
の変化では、1)有意性が認められた説明変数や 2)年齢の係
数の傾向にやや違いは見られるものの、それ以外の共通す に重要な指標の1 つとして考えられる生活の質(QOL)に着
る 4 つの説明変数については同様の傾向を示していること 目し、同様の分析を行うことが課題である。
また、本研究では、地域福祉機能に該当する施設の整備
から、
目的変数間の関連の強さを示唆し得る結果と言える。
ケースとして「全ての施設が整備されたケース」のみを取
7. 「道の駅」の利用頻度と地域のつながりの変化との関 り扱っているが、今後はその他の 6 つの施設整備パターン
についても分析する必要がある。
連分析
ここでは、
「道の駅」の利用頻度(5.2 の目的変数)と地域
のつながりの変化(6.2 の目的変数)との関係について統計 謝辞
本研究は、学内の研究奨励助成及び日本都市計画学会関
的検定を行った(図 4)。
その結果、両者の間に正の相関関係があることが有意水 西支部研究助成を受けた研究成果の一部である。また、本
準 1%で認められた。従って、地域福祉機能(買い物施設、 アンケート調査の遂行にあたり、対象地域の住民の方々や
食事施設、公園)を備えた「道の駅」の利用が多い人ほど、 本研究室の学生に多大な協力を頂いた。ここに記して感謝
の意を表したい。
地域のつながりが高まる傾向にあると言える。
地域のつながり R=0.3771
p<0.001(p=1.08×10‐44)
の変化（点）
6
5
4
3
2
1
0
0

1
2
3
4
5
6
「道の駅」の利用頻度（日/週）

7

図 4 「道の駅」の利用頻度と地域のつながりの変化
8. まとめ
本研究では、
「道の駅」の地域福祉機能の必要性に関する
定量的評価手法の確立に向けた基礎的知見を得ることを主
たる目的として、地域福祉機能(買い物施設、食事施設、公
園)を備えた「道の駅」の導入による周辺地域住民の地域の
つながりの変化に関する要因分析を中心に行った。
本研究の主要な成果は以下のとおりである。
1）周辺地域住民の約半数が当該「道の駅」を 1 か月に 1
日以上利用している中で、地域福祉機能の利用頻度に
ついては施設によって大きく異なる実態が窺えた。
2）当該「道の駅」の開駅は、約 20%の周辺地域住民に対
して地域のつながりの向上効果をもたらした。
3）地域福祉機能を備えた「道の駅」の利用頻度とその導
入による地域のつながりの変化については、共通して、
年齢、歩行可能時間、自宅から最寄り鉄道駅までの距
離、
「柿の郷くどやま」と最寄り生鮮食料品店との位置
関係、自宅から「柿の郷くどやま」までの距離、の 5
変数が影響していることが明らかとなった。ただし、
年齢についてはやや異なる傾向が示された。
4）地域福祉機能を備えた「道の駅」の利用が多い人ほど
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再開発ビルの空き床に対する公共施設導入の効果に関する研究
関電不動産開発株式会社
大阪大学大学院工学研究科
大阪大学大学院工学研究科
1．背景と目的
1969 年制定の都市再開発法に基づく市街地再開発事業
の完了数は 840 地区となり（2017 年 3 月現在）
、現在も全
国各地で同事業の都市計画決定がなされている 1)。一方、
同事業によって建設されたビル
（以下、
再開発ビルという）
では、都市再開発法制定初期に事業が完了したものをはじ
めとして、ビルの老朽化に伴う店舗の撤退や、店舗が入居
しない状態（空き床）が発生・存続する事例が見られる 2)。
再開発ビルを経営する上で、空き床の存在は、賃料が得
られないなどの経済的な負担のみならず、ビル全体の賑わ
いを損なわせてしまうことから、その解消が課題とされて
いる。これに対する施策として、近年、再開発ビルの立地
の良さを生かした、自治体による空き床活用の事例が見ら
れる。具体的には、店舗が撤退した再開発ビルの空き床に
対して、図書館や子育て支援施設などの公共施設を導入す
るというものである。これは再開発ビルへの自治体の関与
として全国で行われている 3)。しかしながら、公共施設の
導入は、空き床の一時的な解消にすぎない可能性がある。
これまでの再開発ビルに関する研究では、竣工後のビル
の運営管理の実態についての観点と、ビルの空き床や核店
舗の撤退の観点からの研究がなされている。福原ら 4)は、
再開発ビルの再整備が着手されにくい要因は、竣工後も自
治体が再開発ビルの管理に関与すべきとする管理主体側の
認識と、再開発ビルも一般の民間のビルと同様であるとす
る自治体の認識との差であるとしている。また、中井ら 5)
の研究では、再開発ビルにおいて自治体が床を取得し、賃
貸して対応している事例も報告されている。一方で、再開
発ビルにおいて自治体が取得した後の床の活用や、そこか
生じる課題や有効性については、これまで十分に明らかに
されていない。
そこで、本研究では、すでに市街地再開発事業が完了し
た地区において、竣工後に自治体により公共施設が導入さ
れた再開発ビルを対象として研究を行う。再開発ビルに公
共施設が導入された際の経緯や課題を把握し、導入後のビ
ル利用者の満足度の向上やビル来館者の増加などの効果と
それが得られた理由を明らかにする。
「公共施設導入が再開
発ビルの課題解決につながる」という仮説の下、再開発ビ
ルの空き床への自治体の対応の一つである公共施設導入手
法の改善につながる知見を得ることを目的とする。

小暮 哲理
松本 邦彦
澤木 昌典

の自治体に対して行ったアンケート調査 3)において、2012
年時点で最も公共施設導入事例数の多かった大阪府を対象
地域とした。大阪府下の再開発事業 52 地区の再開発ビル
128 棟について、竣工直後の住宅地図と現在の住宅地図と
を比較し、
竣工後に公共施設が入居しているビルを 11 棟確
認できた。そのうち開発当初からそれらの公共施設の入居
が予定されていなかったビルは表－1 の 7 棟であり、これ
らを研究対象とした。
2.2 調査方法
対象再開発ビルへ公共施設を導入した 7 自治体のうち 6
自治体の担当部署に対してヒアリング調査を行った。ヒア

2．対象地区と調査方法
2.1 研究対象
図－1 に、対象地区の選定フローを示す。大阪府が全国
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大阪府下の市街地再開発事業地区内の再開発ビル（52 地
区128 棟）

市街地再開発事業完了後に、公共施設が導入された再開
発ビル（11 棟）

該当する公共施設の導入が、再開発事業の中で予定され
ていなかった（7 棟）

対象地に選定

図－1 対象再開発ビル選定のフロー
表－1 対象とした再開発ビルの概要
市町村名
豊中市
吹田市
枚方市
寝屋川市
河内長野市
箕面市
東大阪市

ビル名
エトレ豊中
吹田さんくす
ひらかたサンプラザ
アドバンスねやがわ
ノバティながの
みのおサンプラザ
ヴェル・ノール布施

公共機能
国際交流センター
図書館
生涯学習センター
図書館
子育て支援施設
郷土資料館
図書館

公共施設導入年
2011年4月1日
1993年7月1日
1983年5月1日
2013年4月1日
2014年10月27日
2006年8月1日
2012年12月1日

表－2 ヒアリング及び事前調査の概要
調査票配布方法

E メール、FAX

ヒアリング実施期間

2016 年 11 月 30 日～1 月 15 日

ヒアリング対象者
事前調査票回収方法

対象再開発ビルの存する自治体、管
理会社の担当者施設運営の担当者
ヒアリングの際に直接の受け取り
又は E メールによる返信

事前調査票配布数

7件

事前調査票回収数

7件

ヒアリング実施数

6件

リング調査の概要を表－2 に、ヒアリング調査項目と担当
部署を表－3 に示す。また、ビルの管理会社の現状認識を
把握するために、これら再開発ビルの管理会社のうち 4 社
に関連項目についてヒアリング調査を実施した。
3．ヒアリング調査結果
3.1 公共施設導入の経緯
対象再開発ビルへの公共施設導入の理由を整理したもの
を表－4 に示す。公共施設が導入された主な理由としては
「空き床の存続に対する課題意識」が 5 件と最も多く、次
いで「移転前に入居していた施設の老朽化」が 2 件となっ
ている。公共施設導入時に再開発ビルの空き床に対する課
題意識を持っていた 5 自治体は、いずれも再開発ビルに対
して「公的資産」や「地域の拠点」であるという認識を有
していることが分かった。公的資産であるという認識の理
由は、
「市街地再開発事業という公的な事業によって建てら
れたビルである」
「既に公共施設が存在しており、床を市が
区分所有していた」などが挙げられた。また、地域の拠点
であるという認識については、
「立地上地域の拠点としての
ポテンシャルを持つ再開発ビルが空き床によって活気を損
ない、連鎖的にまち全体の活気の喪失につながる」という
意識が要因となっていたことが挙げられた。
3.2 公共施設導入によって生じた課題
公共施設導入によって生じた課題に関して、自治体に対
するヒアリング調査から得られた結果を表－5 に示す。
(1)駐車場の欠如
ヒアリング調査を行った全自治体が挙げていた課題が、
表－3 ヒアリング項目
大項目

中項目
公共施設導入の
経緯

公共施設導入の過程
公共施設導入
の際の協議

想定した効果
公共施設導入の有効性
達成した効果

ハード面での課題
公共施設導入の課題
ソフト面での課題

小項目
機能選定理由
前用途
当時の課題
協議の有無
協議メンバー
協議における苦労
まちの活性化に
関するもの
ビルの活性化に
関するもの
想定内の効果
想定外の効果
運営していく上での課題
導入以前に挙げられた
課題
運営していく上での課題
導入以前に挙げられた
課題

公共施設専用の無料駐車場の欠如である。今回ヒアリング
を行った再開発ビルでは、駐車場は全て有料駐車場となっ
ていた。駐車場の欠如が課題とするのは、利用者から無料
駐車場設置の要望があるからだと多くの自治体が回答して
いた。さらに、無料駐車場設置の要望がある理由として、
駅から離れた土地で運営している他の公共施設には広い駐
車場があるため、公共施設には駐車場があることが当然だ
と考える利用者が多いからではないかという意見も見られ
た。この課題に対して、専用駐車場の設置を検討している
自治体もあるが、現状は「平面駐車場を設置するような土
地が余っていない」
「予算の確保が難しい」などの理由から
達成できていない。行われている対応としては、
「管理会社
との連携により利用者の駐車料金を安くする」または「利
用者に対して一定時間の駐車場無料券を配布している」と
いう事例があった。
(2)空間計画上の課題（事例：
‘アドバンスねやがわ’
）
入居の際に元の商業用途からの変更によって、空間計画
上の課題が生じた事例がいくつか見られた。
‘アドバンスね
やがわ’に入居した駅前図書館「Carrel」の前用途は家電量
販店であった。図書館として利用する際の最も大きな課題
は「出入口が多く、貸し出しの管理が難しい」という点で
あった。通常の図書館では、本の貸し出しの手続きを出入
口付近の受付にて行う。一方で「Carrel」は、元々商業用途
であったビルに入居しており、さらにペデストリアンデッ
キを通じて駅と直結しているため、出入り口が計 5 ヵ所存
在する。
これらを封鎖すれば駅周辺全体の回遊性が低下し、
ビルの活気が損なわれてしまう。そこで出入口への盗難防
止用の機器の取り付けの検討をしたが、5 ヵ所全てに設置
する予算が確保できないため、現状では、改善に向けた予
算獲得方法等の検討段階である。
(2)広さの不足（事例：‛ヴェルノール布施’
）
空き床が現在図書館として活用されている‘ヴェルノー
ル布施’は、カラオケボックスが撤退した床に入居してい
表－5 公共施設導入において生じる課題
生じた課題

専用駐車
場がない

再開発ビル名
ヴェルノール布施

〇

さんくす吹田

〇

ノバティながの

〇

エトレ豊中

〇

アドバンス寝屋川

〇

枚方サンプラザ

〇

用途と設

大きさ形

備の不一

状が合っ

致

ていない

ビル自体
の老朽化

〇
〇
〇

〇

箕面サンプラザ

〇

表－4 公共施設導入の理由
再開発ビル名
導入の理由
空き床への課題意識
移転前の施設の老朽化
市が駅前への施設設置を決定
既存公共施設の稼働率不振

ヴェルノール
布施

○
○

吹田
さんくす

ノバティ
ながの

○
－
○

エトレ豊中

アドバンス
寝屋川

○
－
○
○
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枚方
サンプラザ

箕面
サンプラザ

○
○

○
○

る。移転前の施設の老朽化が激しかったため緊急避難的に
入居し利用者は増えたが、
広さは不十分であるとしていた。
暫定施設としての入居であり、新しい施設への転居を検討
している。
3.3 導入によって得られた効果
再開発ビルに関して、施設導入時に自治体が想定した効
果とそれらの達成度に関するヒアリング結果をまとめたも
のが表－6 である。具体的な内容を以下に示す。
(1)利用者数の増加
導入された施設の利用者数が、再開発ビルへの移転前後
でどのように変化したのかを把握するために、別の建物か
ら移転した公共施設に着目した。別の建物から再開発ビル
に移転した事例は全部で 5 件であり、
「移転前後で利用者
が減った」と回答した自治体 はなかった。利用者数増加
の要因は「駅前という利便性の高い立地条件」との回答が
全自治体から得られた。さらに、移転（2012 年）で駅に近
くなった事例である‘ヴェルノール布施’に着目し、図書
館への新規登録者の推移を利用者の在住市別にまとめたも
のが表－7 である。図書館が再開発ビルに移転して以降、
登録者が急増し、地域別には大阪市に住む登録者数が 2012
年の 106 件から 2013 年には 1,152 件となっている。交通利
便性の高い駅前に再開発ビルが立地し、東大阪市以外在住
の利用者が増えている。
(2)利用者満足度の向上
自治体が認識する利用者満足度向上の要因を表－8 に示
す。全ての事例で「立地の良さ」が要因として挙げられて
おり、駅前という立地は再開発ビルにとって強みであるこ
とが分かる。満足度向上の要因は「立地の良さ」に次いで
「サービス上の工夫」が多い。子育て支援施設が再開発ビ
ルへ移転した‘ノバティながの’では、ビル内や周辺地域
での消費促進も期待できることから、河内長野市は施設に
「子どもの一時預かり機能｣を導入した。また、図書館が導
入された‘さんくす吹田’では、当時図書館にはあまり導
入されていなかった書籍以外の AV 資料等の充実を図った
ことで利用者の満足が得られたと担当者は認識している。

4.1 空き床への民間店舗入居の促進
京阪電鉄寝屋川市駅の駅前に位置する再開発ビル‘アド
バンスねやがわ’は、前述のとおり家電量販店が撤退して
生じた空き床に対して、図書館が導入された事例である。
図書館入居後、別の空き床での民間店舗の入居がヒアリン
グにより確認できた。管理会社であるアドバンスねやがわ
管理株式会社は、共用部分の改修をあわせて実施すること
で、ビル全体のリニューアル感を演出したことを要因とし
て挙げた。このように公共施設の入居を機として、その他
空き床に対するリーシングにも好影響を与えている。
4.2 ビル内の民間店舗での消費
子育て支援施設「あいっく」が導入された河内長野市駅
前の‘ノバティながの’では、ビル内や周辺地域の民間店
舗との連携を図る取り組みが実施されている。具体的には
「あいっく」利用者とビル内店舗が協力し「あいっく」利
用者に対してビル内の民間店舗で利用可能なクーポン券
（あいっくーぽん）を発行し、施設利用者が割安で買い物
ができる仕組みとなっている。これにより‘ノバティなが
の’の来館者数が増加するだけでなく、来館者の派生的な
消費を促進している。
表－7 ‘ヴェルノール布施’の図書館の新規登録者数推移
年次

2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

2015 年

大阪狭山市

1

1

1

2

1

河内長野市

0

0

2

1

0

大東市

1

5

3

3

2

富田林市

0

1

2

2

2

羽曳野市

1

1

5

4

1

藤井寺市

1

0

2

1

2

市町村名

松原市

0

0

0

4

1

大阪市

113

106

1152

1672

844

八尾市

12

20

58

94

62

柏原市

0

2

10

8

9

129

136

1235

1791

924

合計

4.波及効果
利便性の向上や利用者数の増加から得られた波及効果や
その効果がさらに促進されている事例がいくつか見られた。
それらをまとめたものが表－9 である。波及効果が得られ
た事例に関しては、その理由を詳しく探るため、管理会社
へのヒアリング調査を行った。以下に結果を示す。

表－8 利用者満足度向上の要因
再開発ビル名

満足度向上の要因として想定しているもの

さんくす吹田

立地の良さ

サービス内容の工夫

ノバティながの

立地の良さ

サービス内容の工夫

エトレ豊中

立地の良さ

サービス内容の工夫

アドバンス寝屋川 立地の良さ 他の公共施設の種類がよかった

表－6 公共施設導入により得られた効果（◎：想定した通り得られた効果 ○：想定せず得られた効果）
再開発ビル名
得られた効果
空き床の解消

ヴェルノー

さんくす

ノバティ

ル布施

吹田

ながの

◎

施設利用者にとっての高い満足度
施設利用者にとっての高い利便性

◎

導入施設の利用者数の増加

◎

ビル自体への来訪者の増加

◎

エトレ豊中

アドバンス

枚方

箕面

寝屋川

サンプラザ

サンプラザ

◎

◎

◎

◎

〇

◎

◎

〇

〇

◎

◎

◎

◎

〇

◎
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〇

◎
◎

〇

〇

4.3 核店舗撤退の防止
東大阪市の布施駅北口地区の再開発ビルである‘ヴェル
ノール布施’は、カラオケ店が撤退後の空き床に対して図
書館が導入された事例である。空き床の状態が続きさらに
核となる民間店舗が撤退することで大きな空き床が生じて
しまうことが懸念されていた。空き床への公共施設の入居
は、
「競合する民間店舗を入居させることなくビルへの来館
者を増やすことができるため、核店舗の撤退がなくなり非
常に好意的に捉えている」と管理会社である東大阪都市開
発株式会社が回答した。
4.4 既存公共施設の利用者数増加
再開発ビルに公共施設が導入された後に、導入以前から
ビル内に入居していた他の公共施設の利用者数が増加した
事例が見られた。具体的な内容を以下に示す。
(1)寝屋川市寝屋川駅前地区
‘アドバンスねやがわ’の 3 階部分は、図書館入居以前、
市民ギャラリーと空き床となっていた。図書館の入居に伴
い、運営の統合に加えて、複合公共施設として名称の統合
も行った。これにより、図書館の入居前より市民ギャラリ
ーの利用者数が増加している。
(2)豊中市豊中駅前地区
‘エトレ豊中’内の既存公共施設である男女共同参画セ
ンター（すてっぷ）の利用者の推移を示す(図-2)。国際交流
センターが入居した 2010 年に一時的に減少しているが、
その後増加し、移転前の 2009 年と比べて 2015 年には 1.26
倍となっている。2 フロアでの運営から 1 フロアでの運営
へと規模は縮小したにも関わらず利用者の増加が見られて

図－2 ‘エトレ豊中’すてっぷの利用者推移
表－9 公共施設導入による波及効果
再開発ビル名
波及効果

ヴェル
ノール
布施

ノバテ
ィ
ながの

エトレ
豊中

民間店舗の入居促進
コミュニティ醸成
ビル内民間店舗での消費
核店舗撤退の防止
既存公共施設稼働率の向上
施設周辺の雰囲気の変化
住民がその地区に住むよう
になる
まちの文化的な活性化

アドバ
ンス寝
屋川
〇

いることからも、公共施設の導入が既存公共施設の稼働率
が向上に寄与したことが分かる。
5．まとめ
自治体による再開発ビルの空き床への公共施設導入が図
られた事例では、自治体が再開発ビルに空き床が生じてい
ることに対して課題意識を持っていた。
その理由としては、
再開発ビルを「地域の拠点」として認識している事例や、
既に自治体が床を所有しており再開発ビルを公的資産とし
て認識している自治体が多いことが明らかになった。公共
施設導入によって、これまで課題であった空き床の解消だ
けでなく、利用者満足度の向上や市外からの利用者の獲得
ができている事例もあることが分かった。
これらの効果が、
「立地の良さ」が主な利用者満足度の要因として挙げられ
ていたことからも、再開発ビルの交通利便性の良さによっ
て得られたものと言える。よって、再開発ビルへの入居は
公共施設運営の観点からの利点があると考えられる。
また、波及効果について、来館者数の増加による「核店
舗撤退の防止」や「既存公共施設稼働率の向上」など、公
共施設導入によって直接的ではないが、ビル内の他の店舗
や施設に対する効果が得られたことが分かった。
一方で、
経済的な波及効果として
「民間店舗の入居促進」
が見られた事例では、共用部のリニューアルを強調したテ
ナントリーシングの強化を行っており、
「ビル内民間店舗で
の消費の促進」が見られた事例では、施設利用者への他店
舗利用の優待等の工夫を行っていた。このように経済的な
波及効果が見られた事例は、波及効果を得るための行政と
ビル内民間店舗の努力があって達成されている。このこと
から、再開発ビルに公共施設を導入するだけでは、経済的
な波及効果までは得られにくいと言える。したがって、自
治体・管理会社・入居する民間店舗が協力した取り組みを
行うことで、ビル運営の観点での利点も得られるというこ
とが考えられる。
今後の課題としては、公共施設導入後、新たに入居した
民間店舗の入居動機の把握などが挙げられる。
参考・引用文献
1) 大阪府(2016):「再開発ビル等の再生（建て替え・リニューアル等）向
けた方策検討・とりまとめ」
2) 国土交通省(発行年):「過去に市街地再開発事業等により施工された
地区へのアンケート調査の集計結果【概要】
」
3)大阪府(2011):「再開発ビル等の再整備に関するアンケート結果
【概要】
」
4) 福原裕治・土井幸平(2002)：
「事業完了後の再開発ビルの管理運営に
関する実態と課題」日本都市計画学会計画系論文集No.37,pp613-618
5)中井検裕・中西雅彦・早乙女祐基(2003)：
「再開発事業地区の核店舗撤
退後の床状況とその対応に関する研究」日本都市計画学会論文集
Vol.38, pp265-270
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近世における本芝・芝金杉地域の水辺空間の所有形態・利用に関する考察
○高林萌，伊藤裕久
UTILIZATION AND OWNERSHIP FORM OF WATERFRONT PUBLIC SPACES AT HONSHIBA AND SHIBAKANASUGI IN THE EDO ERA
○Moe Takabayashi，Hirohisa Itou
河岸地，江戸外縁部，水辺の公共空間
Kashi，The outer edge of Edo，waterfront public spaces
近年、都市における水辺の公共空間の価値に注目が集まっている。日本の代表的な水辺の公共空間の一つに江戸期
の河岸地があり、河岸地について考察することは今日の公共空間の設計や運営に重要な知見を与えるものであると
考える。江戸中心部の河岸地の利用実態と方法や空間構成については多くの先行研究があるが、江戸外縁部の河岸
地の所有と利用について詳しく考察したものは少ない。そのため、近世における芝・金杉地域に存在した河岸地の利
用実態・方法や空間構成と江戸外縁部の河岸地の公共性を明らかにした。当地域の特殊性として利用形態にはそれ
ぞれの町の生業に応じ多様性が認められ、一方既存の町屋敷の町並みとは独立した町並が河岸地に形成されたいえ
る。
Recently, many people are interested in the potential of waterfront public spaces in urban cities.
“Kashi” was typical waterfront public space in Japan in the Edo era. This study focuses on three Kashi
in outer edge of Edo, Honshiba-kashi, Honshibazaimokutyou-kashi, and Kanasugikawaguti-Kashi and analyses
those space compositions and relationships with surrounding areas from the point of view of those space
composition and ownership. These Kashi were more public than those of center part of Edo for the ratio
of residents who used Kashi was higher than those. Cityscapes of Kashi were formed independently of
surrounding areas and a diversity of types of architectures were confirmed depending on residents’ jobs.

2

大阪天満宮を中心とした天神祭の領域と天満のコミュニティ
○辨野真理，下村泰彦
The influenced area by Tenjin festival focusing on Osaka Tenmangu shrine and Sustainability of Tenma
community
○Mari Benno，Yasuhiko Shimomura
祭，コミュニティ，領域論，大阪天満宮
featival，community，domain theory，Osaka Tenmangu shrine
天神祭存続のために今後必要な取り組みを考察するため、祭の領域とコミュニティを調査した。大阪天満宮が影響
を及ぼす領域を「祭の領域」と定義し、氏地の領域、祭会場、可視領域、認識領域の４要素から捉えた。各領域の重
なる主要な祭の領域は、大阪天満宮南部と大川の間等であり、影響が薄いのは大阪天満宮北部、堂島、千代崎であっ
た。コミュニティは「講」という組織に着目し、その一つである鳳講の実態を調査した。結果、影響の薄い祭の領域
からの祭参画等による支援組織の強化、天神祭予算の確保、ボランティア受け入れの拡充、新規講員の獲得と講の運
営に携わる講員の育成、コミュニティ基盤である旧町名の引継ぎ等が必要と考えられる。
In order to consider necessary efforts for the susutain of the sustainability of Tenjin festival, we
investigated the area and community of the festival. We defined the area influenced by Osaka Tenmangu
Shrine as “festival area” and caught it from the four elements, area of Ujiko, festival venue, visible
area, recognition area. The dominant festival area is between Osaka Tenmangu Shrine southern part and
Okawa ,etc. The influence was weak in Osaka Tenmangu Shrine north, Dojima, Chiyosaki. The community
focused on the organization "kou", and investigated the actual condition of Otori Kou which is one of
them. As a result, strengthening support organization by festival participation from the field of
festival which is not influenced, securing Tenjin festival budget, expanding volunteer acceptance,
training and acquiring Kou’s member, and community base to take over the old town name which are
necessary for sustainability of Tenjin Festival.

3

草地維持管理活動へのボランティア参加の現状とその効果

－熊本県阿蘇地域を事例として
○鎮西諒地，松本邦彦，澤木昌典
A Study on the Present Status and the Effect of the Conservation with Volunteer Participation －A Case
study of Aso district, Kumamoto Prefecture
○Ryoji CHINZEI，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI
二次草地，ボランティア，阿蘇地域
Secondly Grassland，Volunteer，Aso District
人為による働きかけにより維持されてきた草地を保全する新たな方策の一つとして、保全管理作業へのボランティ
ア参加の取り組みが全国に広まりつつある。この活動を展開・活性化していく上では、草地の保全管理の現状と作業
の特性を考慮して活動の貢献点・課題点を考察することが求められている。阿蘇地域で行ったアンケート・ヒアリン
グ調査により、経験を持つ後継者の不足や高齢化が進んだ地域ほど、経験の有無を問わずボランティア参加が求め
られていることが明らかになった。ボランティア派遣団体が各地域の後継者や可能作業範囲の現状を行政との連携
などにより積極的に把握し、それぞれの地域に人数・能力の観点でマッチしたボランティア派遣を行うことが活動
の活性化に有効であると考えられる。
The volunteer activity, which is one of the new measure to conserve secondly grasslands, is gradually
spreading in Japan. For extending or activating this action, we have to examine its benefits and problems
while considering the present status of grassland conservation and the characteristics of work.Our
questionnaire survey with people who conserve the grassland in Aso district revealed that the volunteer
participants, no matter what they have no experiences, are required much more in an aging area. These
results show that it is effective for the volunteer dispatch organization to grasp the number of
successors or their possible work range of each area through collaboration with the administration, and
to dispatch the volunteer participants who are matched in terms of number of people or ability with each
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area.
4

ソーシャルメディアを活用した景観の分析と評価

－観光地を対象として

○大﨑雄治，吉川眞，田中一成
Analysis and Evaluation of Landscape Based on Social Media －Case Studies in Tourist Area
○Yuji Osaki，Shin Yoshikawa，Kazunari Tanaka
ソーシャルメディア，観光地，空間情報
Social Media，Tourist Area，Geospatial Information
近年、成熟社会により、景観に対する国民の意識が高まりつつあり、地域固有の景観資源を意識した政策が行われて
いる。一方、スマートデバイスの発達とソーシャルメディアの利用拡大により、位置情報をともなうデータが飛躍的
に増大している。地域に新たな魅力と価値を創造するため、こうしたビッグデータを活用したまちづくりへの期待
が高まっている。本研究では、ソーシャルメディアに投稿されたテキストと写真画像を総合的に分析することによ
り、観光行動の観点から観光地における景観の分析と評価を試みている。
Recently, due to mature society, work out policies that are conscious of the landscape resources, because
of people’s awareness about the landscape is increasing. On the other hand, due to the development of
smart devices and the expansion of use of social media, location data has rapidly increased. In order
to create new attractiveness and value in the area, there is an increasing expectation for urban planning
utilizing big data. by to comprehensively analyze texts and photographic images posted on social media,
in this study, the authors are trying to analyze and evaluate landscape in tourist area from the point
of view of tourists behavior.
5

大阪市内陸部における工業集積地区の工場の立地変容と地区環境の印象に関する研究
○寺田佳樹，青戸 雅之，梅村 浩平，岩崎義一
A study on the location change of the factory in the industrial district in the inland area of Osaka
city and the impression of the district environment.
○Yoshiki Terada，Masayuki Aoto，Kouhei Umemura，Yoshikazu Iwasaki
土地利用変化，工場，土地区画整理事業
Land use change，factory，Land readjustment project
大阪市内陸部の工業系用地の土地利用変化は、住宅系や商業、業務施設への変化が大きく、特に工業集積の高い上位
の生野区、平野区、東成区の 3 区ではその傾向が強く見られた。
こうした変化は、地域に残り操業を続けようとする事業所のほか、移転廃業に伴う跡地に工場としての再利用が見
られるものの、住宅系の利用が著しかった。このことより、土地利用変化の混在が進展し、整序ある土地利用が都市
計画上の課題となっている。
本研究では生野区、東成区、平野区の 3 区を対象とし、操業をつづけている工場や工場跡地の利用が、用途地域や区
画整理事業実施の有無、河川や道路のインフラ整備とどのような関係にあるのかについて分析した。
Changes in land use of industrial sites in the Osaka city inland were greatly changed to residential,
commercial and business facilities, especially in the upper three high wards of industrial accumulation.
These changes are largely attributable to the use of residential systems, although the factories that
are going to continue operating in the area, as well as the reuse as factories in the site due to the
relocation and the discontinuance of work are seen. As a result, mixed use of land use changes has
progressed, and the maintenance of land use has become an issue in urban planning.
In this research, we analyzed the relationship between the factories and factory sites that are continuing
operations, in relation to the application areas, whether or not to implement the project, the
infrastructure development of rivers and roads.

6

ウォーターフロント開発による地区の変遷

－神戸ハーバーランド地区を対象として

○神吉晃大，小塚みすず
－A Case Study of Kobe-Harborland District
○Kodai Kanki，Misuzu Kozuka
ウォーターフロント開発，形成過程，施設の入れ替わり，集積性
Waterfront Development， Formation Process，Transitions of Facilities，Accumulative Tendency
現在のウォーターフロント地区は，複合的都市機能を有している．ウォーターフロント地区が持つ恵まれた環境，独
特の開発ポテンシャルを活かしたウォーターフロント開発は将来にわたって都市計画の上でも非常に重要といえ
る．本研究では、神戸ハーバーランド地区を対象に地区の形成過程と集積性の変化を整理し，ウォーターフロント開
発による地区の変化を明らかにすることを目的とする．対象地区は，開発に伴い都市機能の整備が進み，地区全体が
活性化していき，開発直後は賑わいを見せていたが，その後は施設の入れ替わりも激しくなり低迷していることを
確認した．また，施設の入れ替わりと地区の形成に寄与する指標の変化を明らかにし，地区集積性の変化のイメージ
を描くことができた．
The current waterfront district has multiple urban functions. The waterfront district has a favorable
environment and a peculiar potential. The waterfront development utilizing these is very important in
urban planning for the future. The purpose of this research is to clarify change of the district by
waterfront development in Kobe-Harborland district.
For that purpose, we organized the formation process and the accumulative tendency of the district. We
confirmed that the target district was improved urban functions along with the development and that the
district became invigorating. In addition, we confirmed that the district was crowded immediately after
development, but after that transitions of facilities increased, and it became sluggish. In addition,
it was possible to clarify transitions of facilities and transitions of related indices to the formation
of districts, and to image the transition of the accumulative tendency.

Changes of the District by Waterfront Development

7

屋上緑化による都市型水害リスクの低減に関する一考察

－神戸市・都賀川流域を対象として
○石田優樹，高田知紀
Consideration on reduction of urban flood disaster risk caused by rooftop greening － On Kobe
city/Togagawa basin
○yuki ishida ，tomoki takada
屋上緑化，都市型水害，グリーンインフラ，雨水流出抑制効果
rooftop greening，urban flood disaster，green infrastructure，suppression effect of stormwater runoff
本研究は，屋上緑化がもたらす雨水流出抑制効果を流域単位で定量的に評価することを目的とし，屋上緑化の普及
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に寄与し都市型水害リスクの低減に新たな方向性を示す．研究の結果，都賀川流域において屋上緑化可能なエリア
が抽出でき，都賀川流域全体と屋上緑化可能なエリアにおける貯留効果を算出することができた．流域全体で約 12
万立米，屋上緑化可能なエリアで約 4 万立米貯留できることが分かり，それぞれ布引貯水池の 1/5，1/15 の貯水能
力があることが分かった．今後は，他の緑化対策でも雨水流出抑制効果が期待できるか証明する必要があり，こうい
った効果を証明し普及していくことが都市型水害リスクの低減に役立つと考えられる．
The purpose of this study is to evaluate quantiatively suppression effect of stormwater runoff caused
by rooftop greening by the basin. This study contribute to popularization of rooftop greening and
indicate new direction for reduction of urban flood disaster risk.
As a result, possible area of rooftop greening in Togagawa basin is able to extract and storage effect
in basin as a whole and in possible area of rooftop greening is able to calculate.It prove to store
about 120,000m3 in basin as a whole and about 40,000m3 in possible area of rooftop greening.It also
shows that each effect are 1/5, 1/15 of Nunobiki reservoir.In the future, other greening measures needs
to prove that suppression effect of stormwater runoff is expected.It seems that to certify to be this
effect and to disseminate rooftop greening is useful for reduction of urban flood disaster risk.
8

災害後の居住地選択に影響を与える要因に関する考察
り

－仙台市のみなし仮設住宅居住者を対象とした調査結果よ

○馬場美智子，石川永子
Analysis of factors related to decision making in housing recovery after disaster －From results of
questionnaire survey for disaster victims residing in privately rental housing temporarily
○Michiko Banba，Eiko Ishikawa
住宅再建，災害，質問紙調査
Housing recovery，Disaster，Questionnaire survey
被災者が何を重要視して住宅再建における判断を下すのかを理解することが、より効果的な住宅再建計画や支援策
が策定につながる。本研究では、東日本大震災後の住宅再建における意向と要因分析を行い、自力再建か、公営住宅
かの選択に影響があると考えらえる要因を明らかにした。また、被災者の属性によって要因に対する重要度がどの
ように異なるかを分析し、被災者によって求められる要因を把握することとした。東日本大震災から約 3 年後、住
宅再建の方針を決定する時期に仙台市内のみなし仮設住宅居住者に対して実施した調査結果から分析を行った。そ
の結果から、利便性に対する重要度が高く、災害前のコミュニティに対する重要度は低い傾向が見られた。
In this paper, intentions of victims towards housing reconstruction and important factors in decision
making on where to live and whether rebuilding own houses or living in public housing were analyzed.
Data were gathered through questionnaire survey distributed and collected by mail, which was conducted
three years after the earthquake. Targets were disaster victims who live in privately rented housing
provided as temporary housing in Sendai after the Great East Japan Earthquake and Tsunami. It was found
that only half of them had the plan for permanent housing at the moment. Regarding factors related to
housing reconstruction, convenience of location of houses were the evaluated most important, and the
living with people of the former community was the least important.
9

都市計画用途地域の見直し

－新たな都市計画制度検討業務

○野瀬和仁，宮脇和能，糸井恒夫
－Building a New system for City Panning
○Kazuhito Nose，Kazuyoshi Miyawaki，Tsuneo Itoi
コンパクトシティ，用途地域見直し，将来人口予測、商業予測
compact city，Readjustment of City Planning Use Districts，The future's population prediction and
commercial prediction
これまで我が国の多くの地方自治体では、人口増加を前提としたまちづくりを実施してきた。しかし人口減少・少子
高齢化・財政悪化といった社会情勢のなか、人口増加を前提としたまちづくりは、見直しがもとめられている。こう
したなかで、近年のまちづくり方針では、持続可能なまちづくりを実現する施策として、市街地の拡大をコントロー
ルし、まちを都市機能集約型都市（コンパクトシティ）へ転換する施策が掲げられている。ここでは、将来人口フレ
ームの予測に基づき、市域全体に対し「抜本的用途地域見直し」という施策を検討し、コンパクトシティを目指した
京都府舞鶴市の事例を報告する。
So far, many local governments in Japan have implemented their city plans with a focused on the growth
of population.
However, these days, this type of city plan is required to be considered because of current social
situations such as depopulation, low birthrates, aging society and fiscal deterioration.
In these circumstances, recent city plan reversed their previous policy and promote compact city by
controlling urban expansion for achieving sustainable city plan.
This paper introduce the case of Maizuru city in Kyoto prefecture. The Maizuru case aimed compact city
by considering 'the fundamental use district readjustment in the entire city' that is based on future
population prospects.

Readjustment of City Planning Use Districts

10

BRT 活用を中心とした資源枯渇型都市の再開発に関する考察

－中国山東省棗荘市を事例として

Study on Urban Regeneration of Resources-exhausted Cities Focusing on BRT Utilization
of Zaozhuang City,Shandong Province,China

○宋謙
－The case study

○QIAN SONG
資源枯渇型都市，都市再生，BRT，交通網，棗荘市
Resources-exhausted City，Urban Regeneration，BRT，Transportation Network，Zaozhuang City
本研究では中国資源枯渇型都市における BRT 活用による都市再生策を考察したものである。中国資源枯渇型都市の
実態を把握した上で、資源枯渇型転型試験市である棗荘市を事例考察することである。考察結果に基づき、都市再生
をさせる具体的知見を、今後さまざまな資源枯渇型都市における再生方策を図る際に参考資料として提示する。
This research is an examination of urban regeneration by way of BRT utilization of China resourcesexhausted city. It is a case study of Zaozhuang city, a resource-exhausted test city with a consideration
on top of grasping the actual situation of resource-exhausted cities throughout China. Based on the
results from the examination, concrete knowledge of urban regeneration will be presented as a reference
material on future renovations for a variety of resources-exhausted cities.
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「特定地方交通線転換鉄道」の利用状況と路線再生の要因に関する研究
○井本雅史，岩崎義一，山口行一
A study on the revival condition
and the use conditions of “specified local lines”
○Masashi Imoto，Yoshikazu Iwasaki ，Yukikazu Yamaguchi
地方鉄道路線，鉄道利用促進要因，地域活性化
local railway，promotion factors of railway use，regional activation
本稿では、地方鉄道の利用者数減少とそれに伴う地域衰退を背景に、鉄道会社が実施している路線活性化策に着目
し、利用者の増加に効果的な要因を明らかにすることを研究目的とする。調査対象路線は特定地方交通線転換鉄道
20 社とし、利用者数等の統計データの収集と三角グラフ・回帰分析・数量化分析一類を用いて分析した。これらの
分析から、利用者の増加には、定期外利用者に視点を置いた、地元食材や地酒を提供するイベント列車の運行が効果
的であることが明らかになった。今後の課題として、地元食材の旬・調理方法・組み合わせ等の工夫や多様な情報発
信を沿線地域と連携して行っていくことが、継続的な利用や地域の活性化にもつながると考える。
This paper focuses on the revitalization of the railway line for users fewer of local railroad and
regional decline.Research purpose is to reveal the factors of the increase in the number of train
users.The route for investigation considered it as 20 companies of specified local lines conversion
railroads, and was analyzed using collection of statistical data, such as the number of users, and
triangular diagrammatic-chart and regression analysis, multivariate analysis.The investigation route
accounts for a high percentage of student use.The results of the analysis, found out that operation on
the event train to which local food and liquor are offered was effective in the user's increase.As future
problems, it will should have the sustainable use, and various information dispatch are important.Also
these activities will lead to the revitalization of the community.
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走行履歴データを用いたコミュニティサイクル利用者の都心回遊行動の分析
○谷口航太郎，小谷通泰，松元政唯
Analysis of Travel Behavior by Users of Bicycle-Sharing System in the City Center Based on GPS Trajectory
Date
○Kotaro Taniguchi，Michiyasu Odani，Masatada Matsumoto
コミュニティサイクル，回遊行動分析，GPS 走行履歴データ
bicycle-sharing system，travel behavior analysis，GPS trajectory data
本研究は、神戸市都心部で導入されたコミュニティサイクルを対象として、観測された利用者による休日の走行履
歴データをもとに、利用者による回遊行動を分析することを目的としている。具体的には、走行履歴データより得ら
れた利用者の位置データ（3 分ごとに記録）を停止中と移動中に区分し、都心部での利用者が走行した道路区間と停
止した場所（継続して 10 分以上、停止した場所）を特定化し、それらの地域内での空間分布特性を明らかにする。
さらに、利用者ごとの走行履歴からトリップチェインを抽出し、その形態による総走行距離、総利用時間の違いを示
す。
This study aims to analyze travel behavior by users of bicycle-sharing system in the central area of
Kobe City based on their GPS trajectory date on holidays. In this study, we divide users’ locations
observed by GPS (recorded every 3 minutes) into moving and stopping points, and identify road sections
traveled by users and places where bicycles are parked (for more than 10 consecutive minutes) so as to
show characteristics of their spatial distribution on the study area. We also identify individual tripchaining behavior from trajectory data of each user and show differences in total travel distance and
time among types of trip chains.
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中心市街地活性化との関連に見る歴史的風致維持向上計画の運用実態に関する研究
○渡邉健斗，木村優介
Actual condition of approved plans for the maintenance and improvement of historic landscape in a
community in relation to central city revitalization
○Kento Watanabe，Yusuke Kimura
歴史まちづくり，歴史的風致維持向上計画，中心市街地活性化基本計画，都市政策
Historic preservation，Approved plan for the maintenance and improvement of historic landscape in a
community，Approved plan for the central city revitalization，Urban policy
各都市の歴史性を損なうことなく歴史まちづくりを推進するためには，歴史まちづくり計画と同様の区域を対象と
する他の計画との連携が重要となる．本研究では，歴史的風致維持向上計画と中心市街地活性化基本計画の関連に
着目し，両計画を策定している都市に関して，計画に位置付けられた事業に対する歴史性の担保という観点から，両
計画の関連と運用状況を考察することを目的とする．具体的には，両計画を策定した 19 都市について，計画書の計
画区域と事業内容に着目した指標化を行い，散布図をもとに各都市の計画運用に関する事項について考察を行うと
ともに，自治体へのアンケート調査により計画策定・推進・評価段階の調整の具体的内容，計画全般の効果や課題に
ついて考察を行った．
In order to promote the plan for historic preservation without losing historical value of each city, it
is important to cooperate with other plans covering almost the same area. In this study, we focus on the
relationship between approved plans for the maintenance and improvement of historic landscape in a
community and those for the central city revitalization, and consider the relationship and operational
situation of the plans from the viewpoint of securing historicity of each project positioned in the
plans. Specifically, with respect to 19 cities that have formulated the plans, we made indexing
overlapping of planning areas and contents of projects between the plans, and consider the planning
operation of each city based on its scatter plot. Besides we examined concrete contents of the discussion
or adjustment in the stages of plan making, project promotion, plan evaluation, and also examined the
effects or challenges of overall planning through the questionnaire survey to municipal officers.
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重要文化的景観選定地区における歴史的建造物の保全に関する研究
○川端将貴，松本邦彦，澤木昌典
Conservation of historic buildings in designated areas of Important Cultural Landscapes
○Masaki Kawabata，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
歴史的建造物，重要文化的景観，保全
historic buildings，Important Cultural Landscapes，conservation
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本研究では都市部の重要文化的景観を対象に、文献調査や現地調査およびヒアリング調査から、文化的景観保護制
度で保全対象となっている歴史的建造物を体系的に整理することと重要文化的景観への選定前後での歴史的建造物
の件数変化の把握を目的とする。本研究で対象とした地区のうち宇治市と別府市および岐阜市では、既存制度の保
全対象ではない歴史的建造物が文化的景観保護制度で保全対象となっていた。また、宇治市への現地調査およびヒ
アリング調査から、重要文化的景観選定後に保全対象の歴史的建造物の一部が滅失しており、その課題として、建造
物の現状変更について届出制であること、また建物修理・修景に関する所有者の費用負担にあることが分かった。
This research has two purposes. first, it is to grasp how many historic buildings in the urban areas is
conserved by the Cultural Landscape protection system. Second, it is to know the change in the number
of historic buildings before and after the selection to the landscape. We found that in Uji City, Beppu
City and Gihu City, some historic buildings which had not been conserved by other systems had been
conserved by the Cultural Landscape protection system. Also, as a result of field survey and interview
survey to Uji City, some historic buildings subject to conservation had been lost after the selection
of important cultural landscapes. We found that the cause is that the Cultural Landscape protection
system is a notification system concerning change of the current state of the buildings and very expensive
cost for repairing buildings.
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芦屋川河川軸から捉えた山・海への眺望景観に関する研究
○多木秀太郎，武田重昭，加我宏之，増田昇
A study on the scenery of the view towards the mountains and the sea captured from the Ashiyagawa river
axis
○Shutaro Taki，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga，Noboru Masuda
眺望景観，河川軸，景観構成要素
Landscape view，River axis，Landscape component
第 1 章では、研究の背景及び目的を明らかにするとともに、対象地域として山から海に至る流域を形成する芦屋川
からの眺望に特に配慮すべき地区として指定された芦屋川特別景観地区と設定し、研究方法を述べた。第 2 章では、
アンケート調査から山や海への眺望点を特定し、位置や場所、お気に入りの理由などからの分析から山や海への眺
望点の特性を明らかにした。第 3 章では、山や海への眺望点から景観写真の撮影を行い、その写真の分析から眺望
景観における視対象の特性を明らかにした。第 4 章では、山と海とをつなぐ景観保全軸である芦屋川河川軸から捉
えた山や海への眺望景観の特性を把握し、その保全のあり方について考察した。
First, we clarify the background and purpose of the research, and set up the Ashiya River special
landscape district designated as a district to be particularly considered for the view from the Ashiya
River and set up research methods. Second, from the questionnaire survey, we identified the viewpoints
to the mountains and the sea, and we analyzed the characteristics of the viewpoints to the mountain and
the sea from the analysis based on the position, place, favorite reasons and so on. Third, photographs
of landscape pictures were taken from the viewpoints of mountains and the sea, and the analysis of the
photographs revealed the characteristics of the viewing subject in the viewing landscape. Forth, we
grasp the characteristics of the scenic view of mountains and the sea captured from the river axis,
which is the scenery conservation axis connecting the mountains and the sea, and examined the way of
conservation.
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都市部河川の船上景における景観構成要素への注視行動特性に関する研究 －水都大阪・堂島川を対象として
○畠田恵，嘉名光市，佐久間康富，阿久井康平
A Study on the Eye Fixation Features of Element of Landscape Structure in Shipboard Scenes of Urban
Rivers －A Case in Dojima River, "AQUA METROPOLIS OSAKA"
○Megumi Hatada，Koichi Kana，Yasutomi Sakuma，Kohei Akui
船上景，注視行動，景観構成要素，水都大阪，都市部河川
Shipboard scenes of rivers，Eye fixation，Element of landscape structure，Aqua metropolis Osaka，Urban
Rivers
本研究では視対象の多い都心部河川の船上景の変化や人々の注視を明らかにし、注視の動態を把握するために、船
で移動中の被験者に装着したウェアラブルカメラによって撮影した VTR や船に固定したカメラによって撮影した VTR
を用いて注視行動特性を分析し、以下のことを示した。(1)被験者は注視活発タイプと注視不活発タイプに分けられ、
注視は注視対象の位置によって沿川注視と流軸注視に分けられた(2)沿川注視と流軸注視ともに、注視を行う距離と
仰角、水平見込角にはそれぞれ単純相関が見られた (3)沿川注視と流軸注視という特性がある中でも、それらが混
在する区間では流軸注視が短時間になるという特性から、沿川注視と流軸注視の連続的な関係が見られた
This study aims at revealing the changing shipboard scenes in urban river and how people view. In order
to know the dynamic viewing, testees were equipped with wearable cameras and another camera was fixed
on the ship. By using the VTR taken by cameras, eye fixation features were analyzed. The results are
shown as follows.
(1) Testees are divided into two types, active type and inactive type respectively. The viewings of
shipboard scenes are divided into 2 types, viewing along the bank and viewing along the river. (2) Simple
correlations were revealed in distance from viewing objects, elevation angle and horizontal apparent
angle. (3) In certain domains, viewing along the bank and viewing along the river are mixed, where time
for viewing along the river by testees becomes short. Therefore, it is observed that two types of viewing
influence other.
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地上設置型太陽光パネルの設置に関わる条例の立地規制および景観保全への有効性
○小嶋一樹，松本邦彦，澤木昌典
Validity of Ordinances that Regarding Developments of Solar Panels on the ground for Location Control
and Landscape Conservation
○Kazuki Kojima，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
地上設置型太陽光パネル，条例，立地規制，景観保全
Solar panel on the ground，Ordinance，Location control，Landscape conservation
近年、環境や景観問題を解決・抑制するため、条例に地上設置型太陽光パネルの設置行為を明文化し立地や意匠形態
の適正化を図る自治体が増えている。本研究では全国の条例から 116 の当該条例を収集・整理するとともに、立地
規制および景観保全への有効性を明らかにすることを目的にアンケート調査を実施した。その結果、地上設置型太
陽光パネルの設置に対して、眺望景観への影響と立地場所を課題として認識する自治体が多くなったが、条例の立
地規制への効果を実感している自治体は回答自治体全体の 25％前後にとどまった。一方、景観保全への効果では、
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設備規模が小さいほど修景は実施され難いが、実施された場合は効果を実感する自治体が多くなる傾向がみられた。
In recent years, in order to solve the problems in environment and landscape, the number of municipalities
who have enacted ordinances to control the location and design of panels is increasing. In this research,
with the purpose of estimating the effects of ordinances on location control and landscape conservation,
we conducted a questionnaire survey to 115 municipalities. The result showed that, even lots of
municipalities agreed that the location and influences on perspective landscape are important issues
when setting up panels, but the percentage of municipalities who have sensed the effects of ordinances
on location control tends to be at a low level around 25%. We also found that the smaller the scale of
equipment is, the harder the implementation of landscape conservation will be, but the number of
municipalities who have sensed the effects tends to increase if it is implemented.
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住民合意による「阪神沿いの道路等に関する提案」について
○田中康
Proposal about Road Planning along the Hanshin Railway by Residents Agreement
○Yasushi Tanaka
まちづくり協議会，合意形成，住民提案
The meeting for town planning and community building，Consensus building，Proposal by residents
阪神電鉄の高架事業の伴う道路計画に対して、深江地区まちづくり協議会は、住民による事例調査や勉強会、アンケ
ート調査、説明会等を繰り返し開催し、住民主体の計画提案と合意形成に取り組んできた。
まちづくり協議会のメンバーは、自治会、ふれあいのまちづくり協議会、小学校 PTA、婦人会、民生児童委員、子ど
も会など、地域の主な住民活動団体から構成されている。
本稿では都市計画道路の形態に関する住民提案を神戸市に提出した一連の活動について整理するとともに、包括的
な住民組織としての性格を有するまちづくり協議会の果たす役割や展望について述べるものである。
In the Fukae district, the elevated project of the Hanshin train is carried out.
The meeting for town planning and community building made performed an example investigation and a study
session, questionary survey, the briefing session by inhabitants repeatedly and wrestled for the
suggestion of the plan that inhabitants made and the agreement formation.
The member of the meeting is residents' association, a welfare meeting, an elementary school PTA, a
women's society, a public welfare children's committee, a local main inhabitants activity group including
the child society.
I report a role and the prospects that the meeting made with a town having the character as the
comprehensive inhabitants tissue serves as
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ハノイにおける規範性をもつ空間から生まれるコミュニティの自律性についての考察
事例に

－キムリエン集合住宅区を

○吉田智美，阿部大輔
A study on the relation between planning intentions and neighborhood mechanism in Hanoi －A case study
of KIM LIEN housing area
○Tomomi Yoshida，Daisuke Abe
ハノイ，集合住宅区，計画意図，コミュニティ組織
Hanoi，collective housing aarea，plannning intention，neighborhood mechanism
ハノイ市の郊外には、Khu Tap The（通称 KTT）と呼ばれる集合住宅区が多く存在する。1960 年代から主に社会主義
国の援助によって建設された。建設時からみて社会的背景は大きく変化しているが、今もなお活き活きとした居住
空間として存在している。しかし、老朽化の問題や立地条件の良さから、近年は建て替えが進められている。ハノイ
の都市計画の痕跡として、また居住モデルの一つとして、完全に建て替わってしまう前に、その価値を見出しておく
ことが必要である。
本研究では、規範性の強い空間である集合住宅区におけるコミュニティの自律性をその価値の一つとして位置づ
けている。キムリエン集合住宅区を対象に、空間実態調査とインタビュー調査を行い、集合住宅区を住民がどのよう
に使いこなしているのかを明らかにする。
In Hanoi city, there are lots of collective housing area called “Khu Tap The”. These housing is important
part of history of Hanoi city and as one of urban housing model. However, it is start to rebuild these
collective housing areas recently. This paper tries to find the relation between planning intentions and
neighborhood mechanism in KIM LIEN collective housing area before all collective housing area is
destroyed. For this purpose, this research investigates commercial facility and open space, and make
interview to local people in KIM LIEN collective housing area.
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高齢社会における地域施設を梃子にしたコミュニティ形成に関する研究 －大阪市旭区・北区をケーススタディと
して
○原田健司，今西玄大，船引一希，岩崎義一
Research on community formation leveraging regional facilities in an aging society －Case study on
Asahi Ward · Kita Ward, Osaka city
○Kenji Harada，Genta Imanishi，Kazuki Funabiki，Yoshikazu Iwasaki
高齢社会，地域社会，地域施設
Aging Society，Community，Local facilities
本研究は、地域施設のうち小売店舗に着目しその利用・活用と高齢者のふれあい機能の実態を調査することにより
安心なまちづくりに対する役割を明らかにすることを目的とした。
スーパーは高齢者の潜在意識の中でコンビニと個人商店の中間に位置するものであり、コンビニよりも利便性を求
めている人でもふれあい拠点としての役割を期待していることわかった。各種店舗の利用頻度の増加、日常生活で
のふれあいに休憩スペースが大きく関わっていると考える。高齢者のふれあいが希薄になっている今、日常生活で
利用する店舗利用の面からふれあいを自然に発生させる手段として、
「店舗での休憩等対流空間の設置」が有効であ
ることがわかった。
This study was focused on the retail store of the local facilities. We aimed to clarify the facility
role for secure city planning by investigating the actual use of the utilization and utilization and the
contacting function of elderly people.
We investigated whether there are connections with local communities and connections with friends at
stores frequently used for daily life.
The supermarket seems to be a person seeking convenience and expecting a role as an interaction base.
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Increase in the frequency of use of various stores, rest space is greatly involved in contact with
everyday life.
Now that the contacts of the elderly have become weak, we found that "setting up a convection space such
as a break at a store" is effective as a means of naturally generating contact from the viewpoint of
using stores in everyday life.
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神戸市・塩屋地区における住民主導による景観保全の実践構造
○松浦夏広，高田知紀
The structure of community based activity for landscape conservation
in Shioya district, Kobe city
○Natsuhiro Matsuura，Tomoki Takada
住民主導，景観保全，まちづくり
Community Based Activity，Landscape Conservation，Community Planning
本研究の目的は、住民主導による景観保全活動を展開している神戸市・塩屋地区の取り組みを分析し，景観保全の実
践構造概念モデルを提案することである．
平成 16 年に公布された景観法により，地域独特の景観や風土の保存を目指したまちづくりの動きが推進されていっ
た．その中で住民主導による景観保全の機能や役割に関する研究はされてきたが，いずれも実際に活動が行われて
いる 1 つの地域を対象としてそのプロセスを解明したものではない．
本研究はそれらのことをふまえながら，2006 年より住民主導型の景観保全活動が行われてきた塩屋地区を対象地と
し，その手法を明らかにすることによって住民主導による景観保全活動の新たな知見を得ようとするものである．
The purpose of this study is suggesting a concept model of the community based activity for landscape
conservation by analyzing the case of Shioya district, Kobe city.
In recent year, the concern with community activity based on its characteristic and landscape has been
growing. Several studies have been made on function and role of NPOs and other citizen organizations.
However, little attention has been given to clarify the process and structure of activities. What is
important is to clarify the essence of process management and to show a framework of community based
activity for landscape conservation.
In this study, literature searching and interviews was performed to clarify the process of activity in
Shioya district. It was found from the result that the importance of various community events to involve
many local residents and regular meeting which has significant role about community management.
These results lead us to the conclusion that community based activity for landscape conservation need
the communication between various stakeholders and the existence of eager local residents.
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住民主体の事前協議制度の実効性に関する研究
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居住者と来訪者が捉えた高野街道らしさの解明に関する研究

－京都市姉小路界隈まちづくり協議会を事例として
○坂上嘉隆，岡井有佳
A study on the effectiveness of the consultation system by local residents －The case study of AneyaKoji Machizukuri Council in Kyoto
○Yoshitaka Sakaue，Yuka Okai
景観，事前協議，住民主体
landscape，prior consultation，inhabitants
2011 年、京都市は地域住民が想いや方向性を共有し、さらに新たにその地域で建築等をしようとする事業者等と一
緒になって地域の景観づくりを進めていくことを目的として「地域景観づくり協議会制度」を制定した。本研究で
は、2016 年 12 月現在、「地域景観づくり協議会」に認定されている全 8 つの地区の中でも、認定される以前からま
ちづくり活動が活発に行われ、加えて任意の事前協議も行われてきた「姉小路界隈まちづくり協議会」に着目する。
本研究の目的は、
「姉小路界隈まちづくり協議会」での意見交換会の効果を明らかにし、住民主体の事前協議制度の
実効性について考察することである。
In 2011, Kyoto city set Council System about Regional Landscape to promote creating regional landscape
together with local residents and share the direction between residents and newly building business etc.
In this research, we focus on the Aneya-Koji Machizukuri Council. In this area, as of December, 2016,
the town community is actively engaged making activities before being approved as Council System.
Moreover arbitrary consultation has been conducted town planning activities positively compared with all
the eight districts recognized as Council System about Regional Landscape. The purpose of this research
is to clarify the effect of meeting in the Aneya-Koji Machizukuri Council and to consider the
effectiveness of the resident-based council system.

○鳴田佳穂里，武田重昭，加我宏之，増田昇
Elucidation of the qualities of Koya Way caught by residents and visitors.
○Kaori Naruta，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga，Noboru Masuda
歴史街道，地域らしさ，写真投影法
History way，Quality of area，Photo Projective Method
本研究では居住者と来訪者が捉える高野街道らしさの解明を通じて、今後の高野街道らしさを表出した整備のあり
方を探った。調査は写真投影法を用い、街道沿いの居住者と街道をはじめて訪れる学生に高野街道らしい景観及び
高野街道らしくない景観の写真撮影を依頼した。その結果、高野街道らしい景観として居住者、学生ともに木造住宅
や酒蔵、烏帽子形八幡神社といった歴史的建築物を多く撮影しており、さらに居住者は新設された杉玉や灯ろうと
いったファニチャー類、地蔵・地蔵堂も多く撮影した。このことから、高野街道らしさを表出した整備には歴史資源
の保全による統一感のある街並み形成、杉玉等のファニチャーの挿入が効果的と考えられる。
In this study, I investigated the way of the maintenance that expressed qualities of Koya Way through
the elucidation of the qualities of Koya Way caught by residents and visitors. I used PPM for
investigations and asked residents along the Koya Way and students who visited the way for the first
time for the photography of scenes like Koya Way and which didn’t seem to be it. As a result, residents
and students photographed many landmark architectures such as wooden houses, a sake storehouse and
Eboshigata Hachiman Shrine as scenes like Koya Way. Furthermore, many residents photographed furnitures
that founded cedar balls and lanterns, and ksitigarbhas. Based upon the foregoing, it is thought that
it is effective for the maintenance that expressed qualities of Koya Way that the cityscape formation
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with the united feeling by the maintenance of history resources and the insertion of the furnitures such
as cedar balls.
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大阪環状線各駅の位置を含めた認知度に関する研究
○土井亜香里，瀧澤重志
The degree of recognition of the stations on the Osaka-Loop-Line considering its position
○Akari Doi，Atsushi Takizawa
大阪環状線，アンケート調査，線形計画法，認知度の可視化
Osaka-Loop-Line，questionnaire survey，linear programming method
，visibility of familiarity
大阪環状線は大阪市営地下鉄御堂筋線に比べ，乗車人員も少なく，人々から親しまれていない懸念がある．本研究で
は大阪環状線 19 駅の駅名と位置に関する認知度をアンケート調査から分析し，駅それぞれの特徴と環状線の課題点
を考察する．また，各駅の認知度を 2 重の円の大きさとして可視化する手法も提案する．
Compared with the Osaka Midosuji Subway Line, the Osaka-Loop-Line has fewer passengers and there are
concerns that the stations are not familiar to people. In this study, we analyze the degree of recognition
about the name and position of 19 stations on the Osaka-Loop-Line from the questionnaire survey. Then,
we consider the features of each station and problems of the Osaka-Loop-Line. We also propose a method
to visualize the degree of recognition of each station as the size of double circles.
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交通結節駅の店舗立地状況からみたサードプレイスの現状
○塩川大哉，小塚みすず
Analysis of Relationship with the Third Place to Circumstances on Store Location around Railway Station
that has Functions of Transport Node
○Hiroya Shiokawa，Misuzu Kozuka
サードプレイス，交通結節駅，会話，混雑時間，AHP
the Third Place，Railway Station that has Functions of Transport Node，Conversation，Crowded Time，AHP
交通結節機能を有する鉄道駅においては人の集散が著しい．周囲の人の動きが速い空間では，そこに居る人に時の
流れを早く感じさせるとともに疲労感を与える．このような空間にはゆっくりと休憩できる場所が必要であり，そ
れらのスペース，「サードプレイス」の創出は今後の鉄道駅の課題であると言える．
本研究では，今後駅ナカにおけるサードプレイスが注目されると考えられる事から，人や施設が集積する鉄道結節
駅を対象にサードプレイスの現状を把握することを目的としている．
調査により，サードプレイス店舗数の把握を行い，乗降客数との間に関係性が見られることを確認した．また，利用
用途や混雑する時間帯が店舗種別に違いが見られることを確認した．
People significantly gather around railway station that has functions of transport node. In the space
that person’s movement is especially fast, that makes a person who is in there feel that time is fast
and gives tiredness the person. Such space needs comfortable places, those spaces, so development of
“the third place” is one of problems that railway station has in the future.
In this study, it is assumed that the third place will be focused in shopping area within a train
station in the future, and the purpose of this study is to grasp current situation of the third place
in railway station that has functions of transport node that some persons and facilities are gathered.
From a survey, we grasped number of stores of the third place and confirmed that it was correlation
with number of passengers. Besides, we confirmed that there were differences of each category of stores
between applications of utilization and crowded time.
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高齢者の地域社会との関わりと孤立感の相互関係分析
清水誠司，中井誉，○原田健司，山村和也，岩崎義一
Mutual relationship analysis of senior citizens' relationship with community and isolation
Seiji Shimizu，Takashi Nakai，○Kenji Harada，Kazuya Yamamura，Iwasaki Yoshikazu
高齢社会，孤立感，地域社会
Aging Society，Isolation，Community
本研究では、高齢者の孤立感は地域社会との関わりの強弱となって表れるかについて研究した。地域社会に関わる
ための意志が強い人ほど、孤立感が弱いと考える。高齢者の地域社会との関わりと孤立感の相互関係を明らかにす
ることを目的に実施する。世間との付き合いの程度と孤立感に着目して高齢者の地域との関わりと孤立感の相互関
係を確かめた。各個人属性ごとに傾向を見つけ出し、高齢者の地域社会との関わりと孤立感にどのように関係して
くるかを調査した。
高齢者の孤立感は地域社会との関わりの強弱となって表れるか研究してきた結果、孤立感を緩和させるためにはや
はり世間とのつながりや絆を大切にすることが重要だといえた。
This research studied elderly people's feeling of isolation about whether for it to become the strength
and weakness of community relations to appear.
We think that the stronger to engage in the local community, the weaker the sence of isolation.
We aim to clarify the relationship between the elderly community and the sense of isolation.
Focusing on the extent of socializing with the world and the sense of isolation, we confirmed the
relationship between the elderly and the community and the sense of isolation.
We found trends for each individual attribute and investigated how elderly people are involved with
community relations and isolation.
As a result of investigating whether isolated feeling of the elderly people appears as strength or
weakness of the relationship with the community, it is important to care for connections and ties with
the public in order to alleviate isolation.
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「道の駅」の地域福祉機能がもたらす地域のつながりの変化に関する分析
○湊絵美，伊勢昇，櫻井祥之
Michi-no-Eki Improving Local Residents’ Well-being and Changes in Social Capital
○Emi Minato，Noboru Ise，Shono Sakurai
道の駅，地域福祉機能，地域のつながり
Michi-no-Eki，Regional Well-being，Social Capital
現在、我が国では、
「道の駅」による地方創生拠点の形成が進められつつあり、様々な機能が期待されている。しか
しながら、それらの機能の必要性を定量的に評価する方法や考え方が確立されておらず、地域に合った「道の駅」の
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導入・改善を検討するための十分な知見が蓄積されているとは言い難い。また、それらの機能の中の地域福祉機能に
着目した研究はあまり見られない。そこで、本研究では、地域福祉機能を有する「道の駅」の導入による周辺地域住
民の地域のつながりの変化に関する要因分析を中心に行うことで、
「道の駅」の地域福祉機能の必要性に関する定量
的評価手法の確立に向けた基礎的知見を得ることを主たる目的とする。
Recently, Michi-no-Eki is expected to be the area with various functions for regional revitalization in
Japan. However, it might be difficult to introduce Michi-no-Eki considering regional characteristics,
because the method to quantitatively evaluate the necessity of various functions has never been developed.
In particular, little attention has been given to Michi-no-Eki for regional well-being which includes a
supermarket, a playpark for children, a restaurant, and others.Therefore, the purpose of this paper is
to clarify the characteristics of local residents whose social capital are changed by introducing Michino-Eki for regional well-being, in order to obtain fundamental knowledge to develop the method for
quantitatively evaluating the necessity of Michi-no-Eki for regional well-being.
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再開発ビルの空き床に対する公共施設導入の効果に関する研究
○小暮哲理，松本邦彦，澤木昌典
Study on the prosperity of introducing the public function into a vacant space in the private buildings
○Tetsuri Kogure，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki
再開発，空き床，公共施設
Redevelopment，Vacant space，Public facilities
本研究は、市街地再開発事業によって建設されたビル（再開発ビル)の空き床解消に向けた施策である公共施設の導
入の改善を目的としている。市街地再開発事業が完了した地区において、竣工後に公共施設が導入された再開発ビ
ルを対象とした。自治体や管理会社へのヒアリング調査結果から、公共施設導入によって施設利用者の満足度の向
上やビル来館者の増加などの効果が得られたことが分かった。一方で、公共施設が導入されたことによって他の空
き床に新しいテナントが入居するなどの波及的な効果が得られた事例は少なく、それらの事例では自治体・管理会
社・ビル内民間店舗等の協力があることが分かった。
The increase in the vacant spaces in redevelopment buildings has become a problem in Japan. This study
is aimed at clarifying effects and problems of the public facilities introduced to the vacant spaces in
the redevelopment buildings. We have conducted the questionnaire and interview survey to the
municipalities in Osaka Prefecture where the urban redevelopment project and the introduction of public
facilities in redevelopment buildings has been completed.
Based on the survey results, the reason why public facilities are introduced into vacant space without
store occupancy by municipalities has been clarified. Moreover, in order to actualize the activation of
redevelopment buildings and the effective introduction for subject solution, the importance of
cooperation from municipalities, management companies and private tenants has been realized.

以上

121

2017 年 度 関 西 支 部 研 究 発 表 委 員 会
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

嘉名 光市
佐久間 康富
有田 義隆
猪井 博登
川口 将武
田中 利光
徳勢 貴彦
山口 行一
吉積 巳貴

（ 大 阪 市 立 大 学 ）
（ 和 歌 山 大 学 ）
（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)）
（ 大 阪 大 学 ）
（ 大 阪 産 業 大 学 ）
（
大
阪
市
）
（（株）ｽﾍﾟｰｽﾋﾞｼﾞｮﾝ研究所）
（ 大 阪 工 業 大 学 ）
（ 京 都 大 学 ）

2017 年 度 日 本 都 市 計 画 学 会 関 西 支 部 研 究 発 表 会 講 演 概 要 集
発
行
編 集 者
発 行 者

印

刷

2017 年 7 月 30 日
日本都市計画学会関西支部研究発表委員会
公益社団法人 日本都市計画学会関西支部
〒 600-8007
京 都 市 下 京 区 立 売 西 町 82 京 都 恒 和 ビ ル
(株 )地 域 計 画 建 築 研 究 所 内
TEL 075-708-6191 FAX 075-256-1764
E-mail: office@cpij-kansai.jp
株式会社グラフィック

