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近代大阪の道路整備と沿道住民の関与
－ 道修町通の「軒切り」を事例として － 

大阪市立大学大学院文学研究科  久本 拓弥 
1. はじめに

近代初頭の大阪の旧市街においては、町家の道路への突

出による狭隘な道路空間が問題とされ、その解消のために

沿道の軒先を切り揃えて街路幅を確保する通称「軒切り」

が実施された。「軒切り」に関しては、これまで石田・池田

（1981）1)や岡本（2006）2)らの研究の蓄積があるが、主に

行政の施策に関する分析が中心であり、住民側の対応につ

いては十分に検討が行われてこなかった。 
石田・池田（1981）は、東京、京都で計画された路幅整

理事業がさまざまな困難にあって挫折したのに対して、大

阪では約70年かけて「軒切り」が成功した要因を法制面か

ら分析している(1)。岡本（2006）は、「軒切り」の展開過程

において、「1917 年に大阪市によって道路整理事業として

事業化されたことが大きな節目となり、実際に急速に進展

したのは、1921年以降の第一次都市計画事業の路幅整理と

して「軒切り」が行われるようになってからであった」こ

とから、「軒切り」が「住民の自発的な行為としてよりも、

行政主導で行われたものであった」と結論付けている。し

かし、「住民の自発的な行為」については、1929 年に大阪

の平野町通において都市計画道路建設として行われた「軒

切り」に関する新聞記事の紹介に留まっており(2)、住民が

「軒切り」に対して具体的にどのように働きかけたのかと

いう点については、考察が不十分であるといえよう。 
そこで本稿では、1920年に大阪の道修町通において実施

された「軒切り」を事例として、行政文書や社史、業界誌

の記述をもとに、沿道住民の関与という視点から、都市計

画の黎明期における道路整備の実態について考察を行う。 

2. 近代大阪における「軒切り」

近世大坂(3)の市街地では、通行人の往来を妨げない限り

道路敷に軒先を出すことを許容していたため、次第に軒下

に建具を建て道路を家の中に取り込んでしまうなど、幕府

の取締令にも関わらず、軒下の取り込みが慣習的に行われ、

道路を余計に狭めており、大坂の道路の狭隘さは有名であ

った。明治期以降、人力車や馬車などが走るようになり、

1871 年に大阪府が家屋の新築や改築の際に道路境界線ま

で家屋を後退させる府令を出し、以後も 1883 年の街路取

締規則などの制限令のほか、1898年には大阪市が占有面積

に応じて税金をかける特別税坪数割を設けたが、これらの

措置による整理の進行は甚だ遅緩であったとされる 3)。 
大正から昭和初期にかけて大阪の都市計画を推進した第

7 代大阪市長の関一は、大阪の旧市街の街路空間について

次のように記している。 
「大阪市は、昔から商業都市として発達したために中央部

における住宅の密集程度はよほど高いので、ごく狭い地域

に家屋が密集している状態を呈しておったのである。それ

からまた大阪が水の都と言われ、水路が縦横に貫通して貨

物輸送に使われている関係上、街路も比較的狭かったので

ある。しこうしてこの狭い街路である時代まで我慢してい

て、東京のごとく早くから市区改正を執行しなかったため

に、街路は狭く家屋は密集して船場辺を中心とした小地域

に店舗も住宅も密集しておったのである。」4) 
そこで大阪市は道路占有建造物を「運輸交通日々頻繁ヲ

加フル現況ニ於テ之ヲ自然ノ撤却ニ委スルハ策ノ得タルモ

ノニ非サル」5)という考えに基づいて、1917 年に強制的に

道路幅員を回復する道路整理事業をおこした。この事業は

年度ごとに路線を指定し、建物移転費の一部を市が負担し

て強制的に道路幅員を回復するものであった。これは1921
年の第一次都市計画の路幅整理事業として受け継がれ、6
年間に67,000坪の路幅整理を行うことが決定された。これ

によって建物の道路占有面積が急激に減少していくことに

なり、1939 年にはほぼすべての道路の幅員を回復した 6)。

これら一連の取り組みは、市電の敷設にともなう道路拡幅、

都市計画道路の建設による家屋の後退などとともに「軒切

り」と呼ばれる (4)。 

3. 道修町通における「軒切り」

道修町は、大阪市の中心業務地区である船場地区（大阪

市中央区）に立地する、東西の通り（道修町通）を挟んだ

両側町であり、近世の商業政策の強い影響下で実現した薬

種商の集積をルーツとする医薬品産業の同業者町である。 
近代初頭の船場地区の道路幅員は、通りが4間3分（約

8m）、筋が3間3分（約3m）であり、やはり狭隘な道路空

間が問題とされていた。道修町通における「軒切り」は、

1920 年に行われ、通りの北側では概ね 4 分の 3 間ほどが、

筋も1間近くの軒先が削り取られ、道路が拡幅された 7)。 

図－１ 20世紀初頭の事例地周辺 8) 

道 修 町

通

船場地区 
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大阪市都市住宅史編集委員会編（1989）には、「軒切り」

前後の道修町の町並みの変化について次のように記述され

ている。 
「大正九年に道修町通の軒切りが行われた。この通りの北

側では概ね四分の三間ほど軒を削られ、表構えが大きく変

化する。道修町はよく知られているように薬問屋の町であ

るが、薬の卸売という性格上店売りはなく、「みせのま」は

接客や事務をするだけで、壁で正面を閉じたほうが都合が

よい。そのため、町家の多くは腰壁に鉄格子をめぐらし、

虫籠窓のかわりに引違い窓に鉄格子をはめた。同業者町で

あり、家屋の使用状況が似ているため多くの町家が同じよ

うに表構えを変えた。同十一年頃の道修町二丁目の家なみ

を見ると、少なくとも二軒に一軒はそのようになっている。

なかにはガラスを全面にはめたものや、昔ながらの畳張り

の店で全面開放になっているものも見られるが、道修町の

名物であった揚げ店や出し櫃(5)は見られなくなった。」6) 
 また、「軒切り」は、町並みの変化にとどまらず、営業の

形態や職住形態、起居様式など、それまで蓄積されてきた

内的矛盾を一挙に顕在化させ、船場を業務地区に特化させ

る、新しい変化を引き起こしたとされている 6)。 

写真－１ 「軒切り」前の道修町通 9) 

当時、道修町に店舗を構えていた商家が会社組織に移行

した後に編纂した社史には、「軒切り」によって、伝統的な

町場の風景が近代化する様子が記述されている。 

塩野義製薬株式会社（1978） 
「道修町の通りでは、大正九年六月ころ、道の両側の店先

の軒を切りとって道幅を広げる“軒切り”が行われ、同時

に道路は木煉瓦を敷く塗装工事が行われて、道幅も広くな

り、雨で泥道になることもなくなっていた。」10) 

武田薬品工業株式会社（1962） 
「大正九年の軒切りで嘉永度改築以来の格子はとり払われ

て、店先きの腰は御影石張り、上部にはボードがはまり、

店は畳敷から床張りに改造された。」11) 

田辺製薬株式会社（1983） 
「大正9年（1920）の道修町通り道路拡張に際しては“軒

切り”といって多くの商家の軒先が切り詰められたが、さ

いわい通りに面した当社の店舗正面は、店先にゆとりがあ

ったため、軒切りの必要がなかった。」12) 

写真－２ 「軒切り」後の道修町通（神農祭(6)祭礼時）13) 

 さらに、「軒切り」後の道修町において薬種商を営んでい

た住民や住込み店員による体験記も残されている。 

乾（1982） 
「軒先を切るのは、簡単であるが、それでは雨ジマイが出

来ないから、結局は家そのものを半間後ろにバックする、

即ち表側の大改造となるから大変なことになる。費用も大

変だし、その修理の間の毎日の商売にも影響する。（中略）

ところが、船場の商人らはどの町内の誰一人も一切文句を

いわないで、表側を半間引き下げて改造したのである。（中

略）各店主も年々商売の扱い高も大きくなり、道が混雑し

て来ていることが判っていて、道が広まれば荷物の出し入

れも便利になる自分の方の利も考えて、素直に自前でやり

代えたのであった。」14) 

三島（2006） 
「大正九年ごろから軒切りを行ない、両側の店先の軒を切

りとって道幅をひろげた。それまで雨が降れば泥路になっ

ていたので、道路の両側に板石を置き、中央は木煉瓦を敷

いた。この舗装工事も当時としては斬新で、費用は各店舗

が出しあった。」15) 

山田（1977） 
「その当時の道修町は、俗にいう軒切（道路の増幅）の後

で、木煉瓦で舗装されていた。この舗装は船場島の内の全

道路には施されておらず、人馬の往来繁多の道路に限定さ

れていた。その頃は重量があって嵩高の荷物は、馬車か肩

引きの大八車が搬送していたが、舗装の有る無しでは大き

な違いがあり、特に雨の日などは、舗装のメリットが大で

あった。」16) 
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これら社史や体験記の記述から、（1）沿道の全ての町家

が「軒切り」の対象となったわけではないこと、（2）「軒切

り」と同時に泥路対策のため道路の両側に板石を置き、中

央に木煉瓦を敷く舗装工事が行われたこと、（3）そして、

その工事費は道修町各店舗からの寄附金が充てられたこと

が分かった。 
前節で概観した通り、1921年以降に都市計画事業として

本格的に「軒切り」が実施される前の1917〜19年度は、毎

年度「軒切り」を行う路線が指定され、費用の一部を市が

負担する道路整理事業であった。『大阪市会史』の記述によ

ると、1917年度（議案第四十三號道路整理ニ關スル件）は

8路線 5)、1918年度（議案第三十六號道路整理ニ關スル件）

は 13 路線 17)、1919 年度（議案第三十六號道路整理ニ關ス

ル件、議案第百七十七號道路整理ニ關スル件）は7路線18)

が指定されたが、1920年度（議案第二百三十二號道路整理

ニ關スル件）は、「道修町一丁目ヨリ三丁目ニ至ル」1路線
18)のみが指定されており、その説明には「前記道路ハ大正

九年度ニ於テ沿道利害関係者ヨリ費用ノ寄附（三分ノニ寄

附）ヲ受ケ舗装工事を施工セムトスル計畫アルヲ以テ本年

度内ニ道路整理ノ要アリ是レ本案ヲ提出シタル所以ナリ」

と記されている。道修町通における「軒切り」は、1917年
に始められた道路整理事業から 1921 年に始められる路幅

整理事業に移行する過渡期に実施されたのである。 
 また、道修町の薬種商組織に関する文書(7)である『大阪薬

種業誌』19)には、道路舗装工事の寄附金を集めた際の史料

が残されている。 

大阪薬種卸商組合事務所（1941） 
「拝啓豫而御承認ヲ得居候路面改修ニ要スル費用御負擔額

之義御家主迄御通知申上置候間乍御手數様御家主之方ト御

協議被成下度此段御依賴申上候也 
追テ御質疑モ有之候ハバ最寄係リ員ヘ御尋被下度申添候 

  大正九年三月  日 
小西儀助 柳原三郎 谷山伊兵衛 伊藤千太郎」 

以下、「道路舗装工事寄附金調書（兩脇板石、中央木煉瓦）」

に「町名」、「番地」、「間口」、「金額」、「姓名」 の記載があ

り、「町名」には「道修町一丁目」「道修町二丁目」「道修町

三丁目」の記載がある。『大阪薬種業誌』の「道路舗装工事

寄附金調書」を纏めたものが表－１である。 
この「道路舗装工事寄附金調書」から、道路舗装工事の

寄附金は、町家の間口の広さに応じて道修町通の沿道住民

から集められたことが分かった。道修町では地縁的共同体

である「町」と職縁的共同体である「仲間」が同一の町空

間を共有し、町並み整備には仲間の相互依存の関係が反映

されていた 20)。1920年の道修町通における「軒切り」は、

近世以降の狭隘な道路空間という課題を解消するために、

道修町の同業者同士の強い繋がりによって寄附金が集めら

れ、行政に働きかけた結果、実現したことが考えられる。 

表－１ 道路舗装工事寄附金調書 
町名 番地 間口 金額 姓名 

道修町1丁目 4 19.50 1,293,900  高田久右衛門 
5 14.25 945,540 同上 
6 7.88 522,870 小西長三郎 

7ノ内 3.00 199,060 横山直 
7ノ1 6.83 453,200 田村太兵衛 

8 7.63 506,280 福島富次郎 
9 3.83 254,140 三越吳服店 

10 6.50 431,300 同上 
11 8.46 561,350 武田長兵衛 
12 9.47 628,370 増田宇兵衛 
13 8.60 570,640 眞邊義作 
14 3.79 251,480 今中德次郎 
15 3.78 250,820 大谷一造 
16 12.94 858,620 上野理一 
17 5.65 374,900 小西儀助 
18 13.34 885,160 塩野吉兵衛 
19 20.63 1,368,880  松添卯兵衛 

計 156.08 10,356,510 
道修町2丁目 1 8.10 537,470 藤澤友吉 

2 5.46 362,290 同上 
3 4.35 288,640 小西久兵衛 
4 8.68 575,650 乾利兵衛 
5 4.37 289,970 菅井豊藏 
6 3.01 199,730 小西儀助 
7 7.39 490,360 同上 

12 7.36 488,370 小野市兵衛 
13 3.55 235,560 同上 
14 3.78 250,820 同上 
15 3.17 210,340 同上 
16 7.33 486,370 少彦名神社 
17 3.76 249,490 宗田友治郎 
18 4.41 292,620 同上 
19 6.86 455,190 山口庄兵衛 
20 10.51 697,380 宗田友治郎 
21 7.10 471,110 柳原三郎 
22 3.80 252,150 川村淸兵衛 
23 3.96 262,760 白井松之助 
24 4.30 285,320 同上 
25 4.39 291,290 塩野エミ 
26 11.69 775,680 谷エイ 
27 5.63 373,570 武田長兵衛 
28 7.02 465,810 同上 
29 6.56 435,280 松井吉郎 
30 3.28 217,640 上村長兵衛 
31 6.53 433,290 大江吉兵衛 
32 6.53 433,290 友田合資會社 
33 10.18 675,480 塩野吉兵衛 
34 6.83 453,200 由比濱なを 
35 3.81 252,810 七里淸助 
36 4.98 330,450 春元竹三郎 
37 4.66 329,120 武田長兵衛 
38 5.43 360,300 小野市兵衛 
39 4.03 260,410 掛見喜兵衛 
40 4.41 292,620 東洋製藥貿易株式會社 
41 3.86 256,130 小西儀助 
42 2.16 143,320 木村榮次郎 
46 3.66 242,860 武田長兵衛 
47 4.44 294,610 春元猶之助 
48 6.02 399,450 安川佐次郎 

49ノ内 1.71 113,470 乾利兵衛 
49 8.09 536,800 同上 
50 11.66 773,690 同上 
51 5.57 369,590 小西儀助 

計 254.68 16,898,750 
道修町3丁目 1 6.28 416,700 安居佐七 

2 5.55 368,260 津田重次郎 
3 7.76 514,910 黑石卯之助 
4 3.73 247,500 森政七 
5 3.70 245,510 丸本利兵衛 
6 3.73 247,500 大江吉兵衛 
7 2.91 193,090 河合五郎兵衛 
8 3.44 228,260 津好宗八 
9 8.52 565,340 大江吉兵衛 

10 11.02 731,220 武田長兵衛 
11 10.83 718,610 塩野吉兵衛 
12 5.96 395,470 塩野義三郎 
13 6.50 431,300 同上 
14 4.37 289,970 岩井松之助 
15 6.85 454,520 松井吉郎 
16 5.87 389,500 北垣淸兵衛 
17 4.46 295,940 安居佐七 

18 5.42 359,640 
白井利雄 
白井次郎 
白井三郎 

19 5.00 331,770 小西喜兵衛 
20 9.86 654,250 同上 
21 4.96 329,120 田邊五兵衛 
22 9.77 648,280 同上 
23 12.65 839,380 塩野吉兵衛 
24 6.65 441,250 菅井豊藏 
25 9.88 655,580 谷山伊兵衛 
26 3.19 211,670 北浦彌七 
27 7.48 496,330 河合五郎兵衛 
28 5.78 383,530 山本茂三郎

計 182.12 12,084,400 
総計 592.88 39,339,660 

3



4. おわりに

本稿では、1920年に大阪の道修町通において実施された

「軒切り」を事例として、沿道住民の関与という視点から、

都市計画の黎明期における道路整備の実態について考察を

行った。 
これまでの「軒切り」を対象とした研究では、主に行政

の施策に関する分析が中心であったが、『大阪市会史』の記

述から、1920年に道修町通で実施された軒切りにおいては、

沿道利害関係者による「費用ノ寄附」と「舗装工事を施工

セムトスル計畫」（兩脇板石、中央木煉瓦）があったことが

分かった。また、『大阪薬種業誌』の記述から、その寄附金

は、間口の広さに応じて沿道住民から集められたことが分

かった。道修町通においては沿道の同業組合である大阪薬

種卸仲買商組合が住民の合意形成を図る上での推進母体と

なっていたと考えられる。 
本稿では、何故、道修町通の「軒切り」が沿道住民の寄

附によって賄われたのか、という点をはじめとして、なお

多くの諸点を残している。今後の課題としたい。 

補注 
(1) 石田・池田（1981）は、大阪で「軒切り」が成功した要

因として、建築線を越えて一切の建築物の部分の突出を

禁止するという単純明快な運用であったこと、道路敷地

境界線の位置指定をほぼ完璧に行なって来たこと、道路

整理以後系統的に軒切りをおこなう迄は道路拡幅とし

て即効性のない仕事をねばり強く追求しつづけたこと

などを挙げている。

(2) 岡本（2006）は、住民が「軒切り」を町並整備の契機

として捉え、自発的に動いた事例として、昭和3年3月
9日に『大阪朝日新聞』に掲載された平野町通の「軒切

り」に関する記事を引用している。平野町通では、道路

拡張後に、「表通りで店を開いていたものが裏に引込ま

ねばならぬやうな不都合が起こらぬ」ように、「出来る

なれば間口を一律に二間半」にして、「一町内一設計の

計画で整然とした新街路をつくり出さう」とするために、

「住民が自発的に区画整理」を行おうとする動きがあっ

たと紹介されている。

(3) 大阪の表記は、江戸期までを「大坂」、明治期以降を「大

阪」とする。

(4) 岡本（2006）は、道路敷地上に突出する軒などを切り

取り、町割当初の道幅に回復させることを「回復型軒切

り」、市電敷設や都市計画道路の建設による家屋の切り

取りや立ち退きによって既定の幅以上に道路拡幅を行

うことを「拡幅型軒切り」などと称して、前者のほうに

主眼を置くべきであると述べている。 
(5) 「揚げ店」とは、店先に置かれた継ぎ店のことで、板張

りの床に足をつけて、昼間は簡単な商談などができる腰

掛け場として利用し、夜になると蝶番でつり上げること

のできる便利な補助席のことであり、「出し櫃」とは、

白木の箱に店じるしを入れた、店看板の一種ともいうべ

きもので、中にはくくり紐などの簡単な荷造材料が収納

され、揚げ店の一隅に置かれていた。 
(6) 道修町の薬の神様として知られる少彦名神社の例大祭

であり、毎年 11月 22日、23日の 2日間に亘って開催

される。 
(7) かつて薬種仲間の寄合所が置かれた道修町の少彦名神

社には、近世の文書約3,000点、近代の文書約30,000点
が『道修町文書』として残されており、1935年から1941
年にかけて、近代の文書文書の任意部分が『大阪薬種業

誌』全4巻として刊行された。 
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2号、pp.19-40 
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パリ市の道路活用制度に関する研究 

－ Règlement des Étalages et des Terrassesを対象にして － 

株式会社地域計画建築研究所   辻 寛太 

立命館大学理工学部  岡井 有佳 

１. 背景と目的

戦後の日本の都市は、高度経済成長期においてより効率

的に発展することに重心を置き、開発が進められてきた。

特に、道路空間は、車道幅を広く取ることで車の円滑な交

通を図り、多くの人や物資を運搬し経済を支えた。しかし、

その反面、交通戦争や大気汚染など、様々な副作用を生む

こととなった。また、道路空間に車が溢れかえる中で、道

路は車のためにあるものという認識が人々に広がっていっ

た。このような状況の中、1990年代から人中心の都市を目

指してきた欧州に倣い、近年では国内でも道路空間を人中

心の場として取り戻そうとする動きが大きくなっている。

今後、環境問題、技術革新、持続可能な社会の実現等の観

点からも、パブリックスペースのひとつである道路空間に

は、多様なアクティビティやモビリティを柔軟に受容して

いくことが求められる。 

道路活用に際して関連する手続きとしては、道路法に基

づく道路占用許可と道路交通法に基づく道路使用許可があ

る。道路占用許可は、道路にものを置いて、使おうとする

際に必要となる。一方、道路使用許可は道路を通行以外の

用途で使おうとする際に必要となる。それぞれ、占用許可

は道路管理者（道路を管轄する行政）へ、使用許可は交通

管理者（警察）へ申請する必要がある。この２種の手続き

は、長年にわたり道路活用の際の基本的なものであり、さ

らに、「道路空間＝通行のための空間」という位置づけと二

重申請の構造により、活用は硬直していた。なお、道路管

理者については、道路区分によって管理者が異なり、国道

に対しては国道事務所、県道に対しては県、市道に対して

は市に申請する必要がある。これによって、繋がった道路

でも申請対象が異なるという煩雑さも発生する。 

このような中、国では 2000 年代から道路空間の利活用

の弾力化に向けた動きを取ってきた。2005年、国土交通省

は全国で道路活用の社会実験を公募し、横浜や神戸で実施

されてきた。また、2010年代には、特例法による道路活用

の弾力が行われてきた。2012年には、都市再生特別措置法

に、2014年には、国家戦略特別区域法に基づいて、道路占

用許可の無余地性の基準を緩和する措置が取られた。また、

2016年には、道路法に道路協力団体制度が創出され、地域

団体が道路の維持管理と活用を行えるようになった。しか

し、ガイドラインレベルでは普及力が乏しく、また特例制

度も運用を行えるエリアが限定されたり、そもそも管理者

に直接作用する道路法や道路交通法の変更ではなかったり

と課題があり、道路活用の全国的な展開には至らなかった。 

これらをうけ、2020 年 11 月に道路法が改正され、新た

に歩行者利便増進道路制度（以下、「ほこみち」）が創設さ

れた。「道路空間＝通行のための空間」という認識から脱却

し、道路空間を人々の生活の場へとの転換を図ることを目

的としたものであった。ほこみちの特徴として、①道路法

への位置づけにより道路管理者が通行のための空間として

認識するようになったこと、②歩行者利便増進区域を定め

ることで、通行とは別に滞留のための空間を設けることが

できること、③区域では、テラス等の収益活動を行うこと

ができることが挙げられる。また、ほこみちによる占用に

ついては、占用料は通常の9割減免の額となり、占用期間

は特例の場合、通常5年であり、占用者を公募で決定した

場合は、最大で20年間の占用が可能となる。ほこみちを運

用する場合、そのプロセスは、①道路指定、②区域指定、

③道路占用許可、④道路使用許可の4段階である。道路指

定については道路管理者と公安委員会が、区域指定につい

ては道路管理者と交通管理者が、道路占用許可と使用許可

については従来通り占用主体と各管理者との協議を必要と

し、多くのステークホルダーとの調整が必要となる。また、

設置する物件は、これまでの道路法第32条、道路法施行令

（以下、「施行令」）第7条に加え、改正によって新設され

た施行令第 16 条の 2 に定められたものが認められる。設

置物の設置にあたっては、通行空間と滞留空間の両立を図

り、歩行者や利用者の安全性を担保することが求められる。

通行幅員の基準には、道路設計の際に用いられる道路構造

令の基準を採用しており、最低3.5m（歩行者が少ない道路

では 2.0m）としている１）。また、ほこみちの閣議決定後、

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店等の

支援を目的に、テラス席等の屋外での飲食を推し進めるた

め、コロナ占用特例が発出された。コロナ占用特例は全国

的な広がりを見せ、ほこみち普及への後押しとなった。 

ほこみち制度は、滞留状態を目的とした道路活用に期待

がかかると同時に、道路占用許可と道路使用許可による二

重申請の抜本的な課題解決に寄与していく可能性が大いに

ある。しかし、本制度は黎明期にあるため、国内外の先進

事例を基に制度デザインに取り組んでいく必要がある。 

一方、欧米では、中心市街地を中心に、オープンカフェ

など古くから道路空間の利活用が知られている。歩道幅員

が狭いところでも設置されている場合もあり、市民にとっ

ては長年にわたり道路空間での活用が定着していると考え

られる。  

そこで本研究では、オープンカフェなどによる道路活用

が文化として定着しているフランス・パリ市の道路活用制

度の実態を明らかにすることを目的とし、ほこみち制度の

制度デザインや運用に示唆を与えることとする。 
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２．フランスのテラスの変遷 

（１）フランスの道路法 

 フランスにおいて道路活用の際に関連する法律は、

「Droits de voirie：道路法」である。道路法において、道路

は通行空間である一方、滞留空間であることを位置付けて

いる。これに基づいて、各自治体は道路の運用に関する基

準を設定しており、パリ市をはじめ、マルセイユ市やリヨ

ン市など多くの都市で基準が定められている。さらに、フ

ランスでは、警察行政は市長の権限であり、交通安全の観

点からも各自治体が道路占用に関する規定を定めることが

可能となっている。 

（２）パリ市のテラスの歴史と制度 

 パリにコーヒーが入ってきたのは 17 世紀後半とされて

いる。当初は上流階級の嗜好品として用いられたが、徐々

に庶民に広まっていった。パリ市でのテラスの文化は 150

年以上前に遡る。オスマンのパリ大改造によって道路幅員

が広がったことで、拡幅された道路で飲食等の行為が行わ

れるようになり、その後市内へと広がっていった。テラス

などの道路活用が文化として定着していく中で、道路上の

設置物に関するルールは数世紀にわたって徐々に規定され

た。テラスや陳列台に関する最も新しい規定は 1990 年の

「Règlement des Étalages et des Terrasses（陳列台とテラスの

基準、以下、「RET」）」である。本研究では、長年にわたる

テラスの歴史を持つパリ市の道路活用基準を対象とする。 

３.パリ市の陳列台とテラスの基準 

（１）設置可能物件 

 RET に規定されている設置可能な物件は、文字通り、

Étalages（陳列台）とTerrasses（テラス）である。これらは

形態によってTerrasse ouverte（開放型テラス）、Contre terrasse

（飛び地型テラス）、Terrasse fermée（閉鎖型テラス）、

Commerce accessoire（補完機能）、Étalage（通常型陳列台）、

Contre étalage（飛び地型陳列台）、の6種類に区分され、そ

れぞれ占用料や基準が決まる（表－１）。開放型テラスは、

一般的なオープンカフェで、店舗前に椅子やテーブルを設

置したものである。飛び地型テラスは、店舗と通行帯を挟

んでテラス席を設けたものである。飛び地型テラスは、基

本的に開放型テラスを設けたうえで設置される。閉鎖型テ

ラスは、道路上にテラスを構成する壁、屋根、開口部など

の建築構造物を仮設し、店舗と一体化させたものである。

補完機能は、単体では成立することはないが、テラスに給

仕機能や食器置き場などを補完するために設置されるもの

である。陳列台は物販用に商品を展示する台であり、通常

型陳列台は店の前に設置された陳列台である。飛び地型陳

列台は、飛び地型テラスと同じく、店舗と通行帯を挟んで

設けられる陳列台である。この6種類が基本となり、これ

らに付随する形で衝立や暖房器具の設置が可能となる２）。 

（２）占用料 

 占用料は道路法に基づきRETの中で定められている。占

用料は一律ではなく、設置物の種類と設置する場所によっ

て異なる。 

設置物の種類では、設置物がもつ収益性と公共性の度合

いによって金額が変わる。陳列台とテラスでは、収益性の

高いテラスの方が高額となり、店舗と一体の通常型と飛び

地型では、占用が公共空間に占める割合が大きい飛び地型

の方が高額となり、オープンとクローズドな形態では、よ

り私的な利用のクローズドな形態の方が高額となる。 

設置場所については、設置する道路の歩行者交通量によ

って金額が変わる。市内全ての道路は交通量に合わせて 5

つのカテゴリーに分類されている。人通りが多いメインス

トリートから人通りが少ない通りまでを、カテゴリー1~4

と区分し、これらのカテゴリーに入らない特殊な道路はカ

テゴリー外（HC）として区分している３）。 

占用料は細かい規定によって細分化されており、事業者

にとって算定が困難となっている。そのため、事業者がパ

リ市の HP において占用料のシミュレーションを行うこと

ができるようになっている。シミュレーションの手順は、

①店舗が道路に接する辺の数を選択、②道路カテゴリーの

根拠となる通り名を選択、③設置物の種類を選択、④設置

物の占用面積を入力することで算出される。 

（３）申請主体および申請方法 

 占用におけるプロセスは、①書類提出、②立ち合い、③

許可証発行の3段階である。申請は、占用者個人が「公有

地占用許可申請書」に占用者情報や設置物の区分等の基本

情報を記載した上、商業登記証明書などの追加書類を併せ

て都市部門窓口に提出する。書類はHP上でダウンロード・

申請を行うことができ、その後は、行政職員による現場チ

ェックが行われ、約2週間で許可証が発行される。 

表－１ RETの設置可能な物件とその占用料 
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（４）設置基準 

 RETで設置が認められているテラスと陳列台には、最低

通行幅員、最大占用割合などの寸法基準が定められている

（図－１、図－２）。共通項目である最低通行幅員と最大占

用割合は、最低通行幅員が1.6m以上、最大占用割合が道路

幅員に対する 1/3 以下と定められている。また、テラスに

ついてはテラスの最小幅 0.6m 以上が、陳列台については

最高高さ 1.3m 以下が定められている。飛び地型に関して

は、設置物間に 1.8m 以上の通行幅員確保と車道までの離

隔距離0.9m以上が定められている。 

 その他、テラスや陳列台を構成する上で付随する衝立や

植栽などについても、寸法基準が存在する（図－３）。テラ

スの風よけや暖房効率向上のために用いられる衝立は、透

明な素材を用いた上で、最高高さ 2.5m 以下と規定されて

いる。植栽については、最高高さ1.6mとともに、プランタ

ーの最高高さ 0.4mも規定されている。レストランのA型

看板やメニューにも最高高さが定められており、それぞれ

A型看板が1.0m以下、メニューが1.6m以下である。 

図－１ 陳列台の寸法基準 

図－２ テラスの寸法基準 

図－３ 衝立と植栽（左）とメニュー（右上）・A型看板（右

下）の寸法基準４） 

設置基準には、道路活用によって景観が阻害されたり、

利用者・歩行者の安全に支障が出たりしないよう、禁止事

項が定められている。主な禁止事項として、敷物の敷設、

自動販売機の設置、営業時間外の設置、歩道上への商品の

直置き、搬入機器の放置がある。また、テラスには冬季に

おけるターポリンの使用や広告の貼付も禁止されている。 

（５）道路活用の情報発信 

 パリでは長年にわたり道路活用が定着しているといえる

が、道路活用の情報を市のHPやSNSで公開し、事業者が

さらに利用しやすい環境づくりを行っている。市のHPに、

市が取り組む施策とその一環の活動を写真を用いて公開し

ている。HP上にはRETのページが作られており、申請や

シミュレーションも可能となっている。設置許可を得た物

件は HP 上のマップにプロットされ、設置物の種類や許可

証を確認できる。SNSではTwitterを運用しており、道路活

用の現状をリアルタイムで認知できる。これらは、市民に

とって利便性と関係性が高いツールとなっている。 

（６）サマーテラス 

 新型コロナウイルスの流行を受け、2020年6月、パリ市

では、屋外の飲食を促進させるために、仮設テラスの特例

措置を開始した。申請が約1万件に及んだこの取り組みは、

2021年4月1日から「Terrasses estivales：サマーテラス」と

いう名称が付き、これを反映した形でRETも改正された。

サマーテラスは、歩道や路上駐車帯の一部にデッキと柵を

設置することによりテラス空間を形成するものである。な

お、占用料は通常の約 1/4 となる。サマーテラスの申請数

は、3度目のロックダウンが終了する直前の2021年6月末

から増加し、2021 年 10 月の終了時には 8,000 件以上のサ

マーテラスが設置された。当初は同年 10 月末までの 7 か

月限定の措置であったが、2022年より 4月から 10月末ま

での各年利用として再開している。 

４.パリ市の道路活用の実態 

 本章では、RETのHP上のプロットマップと現地写真を

踏まえ、活用事例を挙げる。対象とする店舗はパリ市の 8

区、シャンゼリゼ通りの凱旋門近くに位置するル・フーケ

（Le Fouquet's）というレストランとホテル事業を行う歴史

のある市内でも有名な店舗であり、テラスの赤い日よけが

店のアイコンである。 

図―４ ル・フーケの外観 5)とテラスの平面図

ル・フーケのテラス構成は、閉鎖型テラスと開放型テラ

スの組み合わせである。店舗が角地にあることから、シャ

ンゼリゼ通りとジョルジュ・サンク通りの2辺と合流する
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コーナーの合計3辺によって構成されている。テラスの形

態は、シャンゼリゼ通り側に閉鎖型テラスを囲むように開

放型テラスが配置されている。シャンゼリゼ通りの歩道幅

員 20.0m に対して、閉鎖型テラスの寸法は幅 5.0m、長さ

18.1m、その前面に開放型テラスが、幅2.5mにわたり設置

され、またこれらの端に幅 7.5m、長さ 3.0mの開放型テラ

スが付随する。ジョルジュ・サンク通り側にも、閉鎖型テ

ラスの前面に開放型テラスという組み合わせで設置されて

いる。歩道幅員13.6mに対して、閉鎖型テラスの寸法が幅

4.3m、長さ23.8m、開放型テラスの寸法が幅2.5m、長さ25.8m

となっている。また、通りのコーナーには、幅5.0m、長さ

5.6mの閉鎖型テラスと同幅の長さ 6.7mの開放型テラスが

設置されている。なお、シャンゼリゼ通りとジョルジュ・

サンク通りのテラスは合計すると道路幅員の 1/3 を超過し

ている。通常、設置物が認められるのは、道路幅員の1/3ま

でとなるが、最大で 1/2 までの占用範囲を広げることがで

きる。1/3以上に広げる場合、超過部分の占用料は約3倍に

上る。ル・フーケではテラスによって約400m2もの追加床

を得ており、その占用料は年間約17万€に上る。 

５.おわりに 

本研究で得られた知見は、以下の2点である。 

まず、パリ市では道路活用における申請先は都市部門の

みであり、手続きが一本化されていることである。日本の

場合、道路管理者と交通管理者の双方への許可が必要であ

り、ほこみち運用までには、公安委員会、交通管理者、道

路管理者、周辺住民といったステークホルダーとの合意形

成を必要とする。対象道路が基礎自治体と異なる場合には、

自治体の道路活用によるまちづくりの方針と道路管理者の

道路活用に対する認識に齟齬が発生する可能性があり、そ

の場合、活用に滞りが発生する。一方、パリ市では申請先

が一本化されることで、迅速に活用でき、普及に繋がって

いると考えられる。これは、警察の権限を市長が持ってい

るため、道路占用と道路使用の権限主体が同一であること

に起因する。一本化は申請者・被申請者の双方にとって簡

略化というメリットがある。 

次に自治体ごとの詳細で明確な基準の設定である。 

RET ではきめ細やかな寸法基準の設定と占用料の設定

がなされている。寸法基準は通行空間に関する平面基準と

視認性に関する高さ基準が規定されている。通行空間を確

保する距離や割合に加え、テラスがテラスとしての機能を

果たすために最低限必要な寸法や車道との離隔距離も設定

されている。また、高さについても、風で倒れにくい高さ

や大人の視線が通る高さを定めている。また、個人ごとの

申請のため、各自が自由な占用を行うことで通りや地域の

統一性が崩れてしまう恐れがある。予期せぬ占用に対応す

るためにも、高さや色、固定方法などある程度規制を厳し

くすることで、景観や安全性を担保しているといえる。 

占用料は、道路交通量と設置物の内容によって細かく分

類されている。公共空間を使っていることに対して、受益

者負担の原則に基づいて適切な占用料を徴収しており、こ

れは市の財源となっている。また、設置物ごとの設定は、

占用者にとって公共空間を利用し、地域活動に貢献してい

る意識醸成にも繋がっている。一方、占用料が細かく分類

されると、いくつかの設置物が組み合わさった場合、占用

者にとっては、費用が不明瞭になりがちである。しかし、

あらかじめ物件ごとに料金設定がなされており、HP 上で

シミュレーションできることで、利用しやすい環境が整え

られている。 

以上を踏まえて、ほこみちを推進していくためには以下

の2点が必要と考える。 

 一つ目は事例を増やし、ノウハウを得ることでできる限

り手続きを簡便化していくことである。現状のほこみちで

は個人申請も可能であるが、手続きのハードルは高く、実

際にも個人申請は稀である。団体占用は、実際に活用する

各主体の手続きの負担の軽減を図れるという手続き面の利

点に加え、活用実態をコントロールできる利点もある。一

方で、地域組織がない場合には、個人による占用ができな

い可能性がある。また、個人占用の懸念事項として、無秩

序に道路活用が広がる恐れや、管理者の業務量の増加等が

あげられる。そのため、まず団体占用を奨励し、その中で

出た問題点について地域を含めて議論しルール化していく

ことで道路占用の一般化に寄与すると考える。また、手続

きを容易にすることで、団体占用から個人による占用へ展

開することができ、道路活用の平等な機会創出へと繋げて

いくことができるだろう。 

 二つ目は、自治体ごとに条例で設置基準を定めるルール

化である。設置可能な物件については、地域が欲する内容

を警察や地元を含めて検討し合意形成を取る。その結果、

許可の対象となる物件については、利用者や歩行者の安全

性、景観等の観点から詳細な基準を設けていくことが必要

と言える。予想されるトラブル想定し、寸法等のルールを

定めることが、後のトラブル回避に繋がっていく。また、

占用料についても、物件ごとに定め公開することで、占用

者にとって費用を想定しやすく、道路活用へのインセンテ

ィブとなり得る。また、少しであっても占用料を徴収する

ことは、公共空間を使い地域活動に寄与しているという意

識の醸成となり、地域の繋がりが生まれていくと考える。 

参考文献 
1) 高山泰（2021）、「人のための道路空間活用の新たな展開―歩行
者利便増進道路（ほこみち）制度とコロナ占用特例―」、『土地総
合研究 2021春号』、pp.34-40 

2) La ville de Paris, (2021）,“Règlement des Étalages et des Terrasses” 
3) La ville de Paris,(2019), “ CLASSIFICATION DES VOIES 

PUBLIQUES SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX DROITS DE 
VOIRIE” 

4) La ville de Paris, (2020）,“ ÉTALAGES ET TERRASSES À PARIS 
CAHIER DE RECOMANDATIONS Concevoir et gérer son installation” 
5) Erwmat,(2013), "Restaurant Le Fouquet's au 99 avenue des Champs-
Elysées à Paris", 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Restaurant_Le_Fo
uquet%27s_au_99_avenue_des_Champs-
Elys%C3%A9es_%C3%A0_Paris.JPG 
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創造産業におけるステイクホルダーの育成に関する考察 

－ 都市間ネットワーク型プログラムURBACT「Creative Spirits」を事例に －

龍谷大学大学院政策学研究科  山内 裕貴 
龍谷大学政策学部  阿部 大輔 

１. 研究の枠組み

１―１. 背景と目的 
 近年、文化や芸術を産業や経済に関連づけた「創造産業」に

関する議論が広がっている。創造産業が注目される背景として、

文化・芸術がまちづくりを支える新たな産業セクターになりう

ることへの期待が挙げられる。EUの地域・都市政策の一環で

ある都市間ネットワーク型プログラム URBACT においても、

創造産業を軸に都市課題の解決を図る取り組みが進んでいる。 
 創造産業は多様な要素を持つことから、政策を実施する際に

はセクターを超えた戦略や協力が必要不可欠であり、地域の地

域住民や大学生、地元企業などのステイクホルダーを巻き込ん

だボトムアップ型のアプローチによって取り組まれることが

多い１）。一方で、新規ステイクホルダーの関与や維持の手法が

確立しているとは言えず、その重要性についての議論が不足し

ていると言える。 
本研究は、都市間ネットワーク型プログラムURBACTの取

り組みの中で、創造産業をテーマとする「Creative Spirits」プロ

ジェクトに着目し、各参加都市間での取り組みから、創造産業

におけるステイクホルダーに関する議論の特徴を明らかにす

ることを目的とする。 

１―２. 研究の対象と方法 
本稿はEU のURBAC T を対象とする。URBACT は複数の

都市が連携しノウハウや経験を共有しながら課題解決に取り

組むプログラムであることから、創造産業をめぐる先進的政策

の最先端を把握するために妥当な分析対象であると考えられ

る。 
本研究では、URBACTのwebsite及び、対象ネットワークの

websiteの閲覧できる資料から情報を得て進める。 

１―３. 既往研究の整理 
創造産業を扱った研究には、知識交流の視点から捉えた北原、

後藤、山村（2020）2）や、集積に着目した近藤、大倉（2019）
3）がある。本研究の対象であるURBACTプログラムについて

は、URBACTⅡのネットワークに着目し、その特徴を分析した

高澤（2012）4）や、URBACTⅢのコミュニティ再生手法に着目

した和泉（2020）5)がある。URBACTプログラムの事例からテ

ーマの特徴を検証した研究として、EUレベルでの都市政策の

特徴をコミュニティ計画の観点から考察した和泉（2019）6)が

あげられる。また、クルワント（2008）は、URBACT プログ

ラムのネットワークを１つの例に都市間で協力することの利

点を述べている 7)。 

一方、創造産業におけるステイクホルダーに焦点を当て、その

育成に関する自治体レベルでの政策的対応について考察した

研究は依然として蓄積をみていない。 

２. 「Creative Spirits」の概要

２―１. URBACTについて

URBACTは4期に分かれており、URBACTⅠ（2002〜2006）、
URBACTⅡ（2007〜2013）、URBACTⅢ（2014〜2020）、URBACT 
IV（2021〜2027）で実施されている。目的は共通しており、都

市再生に関する知識や経験を都市間で共有することである。

URBACT に参加する都市は、共通の都市課題を有する 7〜10
程度の複数の都市とネットワークを構築し、ネットワークに参

加する都市同士で互いの経験や学びの共有を行い、解決策を共

同で模索する（和泉・阿部、2019）。
また、URBACTⅢでは欧州委員会が策定した「欧州2020戦

略（The Europe 2020 ）」で掲げている5つの目標（就業率、研

究開発投資の GDP 費、温室効果ガスの排出削減、教育水準、

貧困削減）の実現に貢献することを掲げており、URBACTⅢは

欧州諸都市における成長・再生のプログラムとしても重要な位

置付けにある。 
本稿で取り扱う「Creative Spirits」は2016年から2019年にか

けて実施され、URBACTⅢに該当する。

２―２. URBACT Ⅲ期の特徴

URBACT プログラムのうち、特にⅢ期の特徴として、ネッ

トワークの枠組みの設定と多様性の2点が挙げられる

1点目のネットワークには以下の3つの枠組みがあり、各の

プロジェクトの目的にあったアプローチの手法が設定されて

いる各ネットワークの特徴は以下である。 
1）アクションプランニング・ネットワーク 
 参加する全てのパートナー都市はアクションプランを作成

し、スキルを高める。また、地域のステークホルダーを集め、

国境を越えたパートナーシップを構築する。このネットワーク

では、各地域のニーズにあった解決策構築のため、多角的な視

点からのアイデアが重要だと考えられる。 
2）インプリメンテーション・ネットワーク

 参加都市が計画を成功させるために維持している背景や課

題、開発したツール、スキル、手法に加え、活動を通じて得た、

あるいは必要と考えた知識をまとめた成果物を作成し、今後の

プロジェクトに取り組むためのフレームワークを提供する。各

都市の経験を記録し伝えることに重きがある点が特徴にあり、

新しい課題やアプローチを行う際に用いられると考えられる。 
3）トランスファー・ネットワーク 

優れた取り組み（Good Practice）を理解・解釈し、他都市に
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も応用可能なようにさらに改善するためのネットワークであ

る。Good Practiceとは、持続可能な都市開発に資する事例であ

り、多くの都市が政策の参考にしている。 
パートナー都市間が共通の事業を行い、各地域で適応してい

くために、その地域に合わせた調整や応用の仕方に工夫が必要

だと考えられ、アクションプランニング・ネットワークやイン

プリメンテーション・ネットワークと比べて、参加都市同士の

状況や課題、方針が同じである場合に用いられ得る。 

2点目はⅠ期からⅢ期にかけてURBACT内で取り上げられる

テーマはが多様化していることである。特にⅢ期では、「統合

的都市開発」「インクルージョン」「ガバナンス」「環境」「エコ

ノミー」の5つの大きなテーマに加え、さらに細かなトピック

が関連づけられている。それにより、URBACT は多様化しつ

つある社会問題への柔軟な対応を可能にしている。 

２―３. 「Creative Spirits」のテーマとネットワーク

「Creative Spirits」はインプリメンテーション・ネットワーク

として、「エコノミー」をテーマとし、トピックとして、「ガバ

ナンス」「シティブランティング」「文化と遺産」「中小企業と

起業家精神」「ローカルエコノミー」が関連づけられたプロジ

ェクトである。また、創造的な場所や人々、ビジネスといった

創造産業に関連したアプローチにより、特定の「創造的な場所」

に特化した既存の統合的都市戦略やアクションプランの改善

を目指す。また、インプリメンテーション・ネットワークを枠

組みとし、参加都市が計画を成功させるために維持している背

景や課題、開発したツール、スキル、手法に加え、活動を通じ

て得た、あるいは必要と考えた知識をまとめた成果物を作成し、

今後のプロジェクトに取り組むためのフレームワークを提供

している。 

２―４. 参加都市と目的 
「Creative Spirits」には、ハンガリーのウーイブダ、スペイン

のイビ、アイルランドのウォーターフォード、リトアニアのカ

ウナス、ブルガリアのソフィア、スロベニアのマリボル、イタ

リアのラヴェンナ、ポーランドのルブリン、ポルトガルのロー

レの合計 9 都市である。それらの都市は、人口 8)（表―1）か

ら見ても都市規模が異なり、多様な都市が参加している。 
「Creative Spirits」では、参加都市のそれぞれが具体的な対象

エリアを設定し、集中的な事業展開がなされている。対象地の

特徴としてどのエリアにも、文化的・歴史的施設があるが、カ

ウナスやマリボルでは、産業としての活用や取り組みがなされ

ておらず課題とされている。また、過半数の都市に、空き店や

空きビル、空き家などの放棄された施設が課題となっている。

文化産業について、現在に向けて多様化が進み、イビでは伝統

産業である玩具産業を残しつつ、プラスチック産業への移行が

あった。このように、各都市の背景や産業の現状は異なり、以

下の3つアプローチに分類した。 
1）既存の文化的・創造的産業の活性化を図りつつ、企業の

誘致に新規に取り組むなど、創造産業を再構築する。 
2）文化的資本は存在するが、文化的・創造的産業として機

能しておらず、「Creative Spirits」を通して歴史的や文化要素を

活用し、新しいものと組み合わせることで創造産業を構築する。 
3）すでに文化的・創造的産業として確立され、「Creative Spirits」

を通してさらに活性化を図る。 
以上の分類に対し、1）には、ウーイブダ、イビ、ローレ、

2）には、カウナス、マリボル、ルブリン、ラヴェンナ、3）に

はウォーターフォード、ソフィアが該当する。 

３. ステイクホルダーに関する取り組み

ステイクホルダーに関する取り組みについては、各参加都市

表―1 ステイクホルダーに関する主な議論 （OIFを参考に自己作成） 
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が作成した「Operational Implementation Framework（OIF）  9) (1)」

をもとに情報を得た。OIFは各都市が最終的なアウトプットと

して、戦略を実践する際に直面した課題とそのためのアプロー

チ手法、及び結果について報告している。また、「Creative Spirits」
では、「政策とその実現のためのアプローチ方法の確保」「ステ

イクホルダーの関与と維持、戦略実現のための意思決定の組織

化」「評価指標の設定」「計画から実戦への移行」「資金調達」

の5つの導入課題が設定され、各都市はそれらの課題に対し、

解決策を模索している。本稿では、「ステイクホルダーの関与

と維持、戦略実現のための意思決定の組織化」に着目し、表―1
にまとめた。 

３―１. ステイクホルダーの対象

ステイクホルダーとは、活動を行う際に影響を受ける利害関

係者のことである。「Creative Spirits」内では、各都市により表

現が様々であるが、原則として、地域住民、地域の大学生、創

造産業分野の企業及び起業家がステイクホルダーとして考え

られている。 

３―２. 主な事例

３―２―１. 「Creative Ones」プロジェクト

ルブリンにて行われ、創造的な活動を発見し、市民や企業と

を結びつけることを目的とし、両者の信頼関係の形成を支援し

た。また、毎年、「Creative Ones Festival」を開催し、二者

間をつなげるだけでなく、市民や投資家、観光客などに向けた

情報発信が可能である。 

３―２―２. 「Bench Stories」プロジェクト

 このプロジェクトはマリボルで行われ、街の歴史と現代的な

表現を結びつけることで、世代を超えた地域コミュニティの団

結が図られた。プロジェクトでは、地元のアーティストによっ

て対象エリア内の全てのベンチがアート作品として設置され

た。 

３―３. ステイクホルダーに関する議論の特徴

３―３―１. 課題と取り組みに対する傾向

各都市が提示するステイクホルダーに関連した課題には、ス

テイクホルダーをどのように巻き込み、維持していくか、その

ための手法が確立されていない、対象地域内の住民や学生の参

加が不足しているといった、新規ステイクホルダーの確立に対

する課題がある。また、すでにステイクホルダーとして団体組

織があったとしても、自治体との関係の見直しや再構築が必要

であるとしている。ステイクホルダーが関与していたとしても、

提供される情報が不十分であったりすると、的を外れた意見に

より、ボトムアップ型のアプローチができず、うまく機能しな

いことがあるといった課題がある。 

これらの課題に対し、全ての都市でワークショップやアイデ

アコンテストなどのイベントが企画、開催された。このような

イベントの開催やステイクホルダーを確立するために、ウーイ

ブダやルブリン、ローレではステイクホルダーのニーズ調査や、

対象地域内のマッピングプロジェクトやアンケート調査が行

われた。 

３―３―２. 結果と今後に対する傾向

「Creative Spirit」の結果として、ルブリンは「Creative Ones」
での取り組みを受けて、新規ステイクホルダーを確立するため

には、自治体とステイクホルダー間での信頼が重要だと結論づ

けている。また、イビやソフィアでは、ステイクホルダーに対

する情報の提示について触れられている。単にステイクホルダ

ーを関与させた、ボトムアップ型のアプローチを行うだけでは

不十分であり、予算や役割、何に期待しているかなど役割を明

確に提示する必要があるとしている。これにより的確な意見を

取り入れることができるためであると考えられる。尚、ステイ

クホルダーが全ての活動に参画できるようにすることで、自治

体とステイクホルダーの関与が継続されるとする。しかし、今

後の課題として、ウーイブダやローレでは、拡大したステイク

ホルダーの維持のためや議論の促進を目的に、リーダーシップ

が必要であることを述べている。 

３―３―３. 創造産業におけるステイクホルダーの特徴

「Creative Spirit」開始時に、創造分野に該当する文化施設や

遺産、企業を自治体が把握できていないという課題がウーイブ

ダやローレで見られた。これは、セクターを超えた協働が必要

不可欠であり、自治体だけでは対応が困難だという、創造産業

分野特有の課題であると考えられる。 

４. ネットワーク内での情報共有

図―1はOIFより、「Creative Spirits」を通してパートナー都

市内で受けた影響の一部を参考にまとめたものである。

URBACTでは、ネットワーク内での情報共有が行われており、

その機会として、「Case Study Meeting（CSM）」が開催された。

CSMは「Creative Spirits」参加都市間で定期的に行われており、

各都市が実施した事業について報告し、パートナー都市内での

情報共有が行われている。これは、開催都市が他都市をもてな

しつつ、実際の取り組みや成果について紹介するといった形で

行われている。例えば、ラベンナで行われたCSMでは、ラベ

ンナは対象地区であるダルセーナ地区で行った市民参加型プ

ロジェクトについて報告し、創造産業の確立方法や人々の巻き

込み方について共有した。これを受けて、ウォーターフォード

では、モザイクアートを通じたコミュニティモデルが開発され

た。ローレは、計画の実施の過程におけるステイクホルダーの

巻き込み方についてラベンナから学んだと報告している。 

以上のように、CSM などを利用した、ネットワーク内での

情報共有により、各都市ではそれぞれの課題に対する取り組み

の手法やアプローチ方法について学び、自国でのプロジェクト

やイベントの実施に活用していることがわかる。このことから、

ネットワークを組み、情報を共有することが課題策の開発を促

進していることがわかる。 
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５. 結論

「Creative Spirits」の参加都市は、それぞれの取り組みの中で、

新たにステイクホルダーを見つけ出し、事業にうまく巻き込む

方法を模索していた。OIFでの「ステイクホルダーの関与と維

持、戦略実現のための意思決定の組織化」において、ステイク

ホルダーの関与や維持の重要性が述べられておりそれらを確

立するための手法が模索されている。 

ステイクホルダーに関する議論や取り組みの特徴の一端と

して、関与と維持の確立手法が困難であり、自治体との間には

強い信頼関係が必要であることがわかった。このことから、ス

テイクホルダーを単にイベント等に関与させるだけでなく、各

イベントを通して、人材としての育成や信頼の蓄積が図られて

いると考えられる。 

６. 参考文献 
1) URBACT『Baseline Study』pp.3-4, 英語, URBACT, 出版年不明 
2) 北原遼大、後藤春彦、山村崇「創造産業の活動を下支えする知識交流の

場所に関する研究―東京都渋谷区神宮寺前2・3・4丁目「裏原宿」地区に集

積する小規模アパレル事業所の分析を通して―」『日本建築学会計画系論文

集』85(773), pp.1513-1523, 2020 
3) 近藤大蔵、鈴木伸治「空間統計データ分析による創造産業の集積に関す

る研究」『日本都市計画学会都市計画論文集』54(3), pp.803-810, 2019 
4) 高澤由美「欧州における“プログラム型”都市ネットワークの特徴

URBACTⅡプログラムを事例として」、『日本建築学会都市計画論文集』、

Vol.77、pp.1391-1396、2012年 
5)和泉汐里・阿部大輔(2020)「EUのネットワーク型プログラム・URBACTⅢ
に見るコミュニティ再生手法の特徴」『日本都市計画学会関西支部研究発表

会講演概要集』、Vol.18、pp.61-64 
6) 和泉汐里・阿部大輔「コミュニティ計画の観点から見る欧州都市再生事

業の特徴―URBACT プロジェクトを対象に―」『日本都市計画学会関西支

部研究発表会講演会概要集』、Vol.17、pp.21-24、2019年 

7) singh, Kulwant(2008), CITY-TO-CITY COOPERATION FOR SUSTAINABLE 
URBAN DEVELOPMENT,Man&Development,pp.45-64 
8) City Population, 「City Population」,  https://www.citypopulation.de/, 最終閲覧

日2022年6月18日
9)URBACT website , https://urbact.eu/, 最終閲覧日2022年6月22日

補注 
(1)OIFの情報は以下9つの文献から参照した。 
- MUNICIPALITY OF ÚJBUDA(HUNGARY), OPERATIONAL 
IMPLEMENTATION FRAMEWORK , 英 語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/ujbuda_oif_0.pdf 
- Lublin, Creative Spirits Operational Implementation Framework , 英語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/lublin_oif_0.pdf, 最終閲覧日2022年6月22日 
- MUNICIPALITY OF KAUNAS CITY(LITHUANIA), OPERATIONAL 
IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR THE DELIVERY OF ALEKSOTAS 
DISTRICT OF KAUNAS CITY OPERATIVE PLAN, 英 語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/kaunas_oif.pdf, 最終閲覧日2022年6月22日 
- WATERFORD, OPERATIONAL IMPLEMENTATION FRAMEWORK , 英語,

https://urbact.eu/sites/default/files/waterford_oif_0.pdf, 最終閲覧日2022年6月22
日 
-loulé, Operational Implementation Framework, 英 語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/loule_oif.pdf, 最終閲覧日2022年6月22日 
- MUNICIPALITY OF IBI, CREATIVE SPIRITS OPERATIONAL 
IMPLEMENTATION FRAMEWORK, 英 語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/april_ibi_oif_final-.pdf, 最終閲覧日 2022 年 6 月

22日 
- RAVENNA, OPERATIONAL IMPLEMENTATION FRAMEWORK, 英語, 
https://urbact.eu/sites/default/files/ravenna_oif_0.pdf, 最終閲覧日 2022 年 6 月 22
日 
- MARIBOR, OPERATIONAL IMPLEMENTATION FRAMEWORK, 英語, 
https://urbact.eu/sites/default/files/maribor_oif_1.pdf, 最終閲覧日 2022 年 6 月 22
日 
・ SOFIA, OPERATIONAL IMPLEMENTATION FRAMEWORK, 英語 , 
https://urbact.eu/sites/default/files/february_sofia_oif.pdf, 最終閲覧日 2022 年 6 月

22日 

図―1 ネットワーク内での関係 （OIFを参考に自己作成） 
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風致公園における回頭行動把握に関する研究 

大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 横山 広充 
中央システム株式会社 植田 悠斗 
阪神高速技術株式会社 杉本 岳大 

大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 西應 浩司 

１． 目的と背景 

近年、都市の風致という観点から風致公園の設定や景観

保全ガイドラインの作成が進められている。Lifangら１）は

解析的階層プロセス法を用い、都市河川における景観設計

の評価モデルを作成している。しかしガイドライン作成の

論拠となる景観把握行動、特に歩行時における連続的な回

頭行動について行動科学的観点から把握する論考は京都市

内の都市景観を対象に歩行時の回頭行動変化をビデオカメ

ラにより記録し表記した池田ら２）の研究など散見されるも

のの、回頭量をより数量的に把握する取り組みは少ない。 
 一方、近年準天頂衛星システムの確立など衛星測位シス

テムの精度は向上しており、河川空間に位置する風致公園

などにおいて高精度な人間の行動計測も可能となっている。

よって本研究ではまず位置情報・回頭行動を計測するため

のデバイス、歩行・回頭行動計測装置を開発する。次に風

致公園である大阪市北区に位置する中之島公園を対象に、

行動把握実験とヒアリング調査により公園内での景観把握

について総合的に記述することを目的とする。 

２． 実験装置の開発 

２．１ 実験装置の概要 

マイコンボード（Arduino UNO）に準天頂衛星システム

であるみちびきに対応したGPSモジュール、ディジタル3
軸地磁気センサーおよびmicroSDカードリーダーを組み合

わせ、軽量ヘルメット上部に埋め込んだ、歩行・回頭行動

計測装置（Walking and Head Rotation Logger、以下WHRLと

略す）を開発した。位置情報および地磁気センサーの情報 

は毎秒microSDカードに記録される。WHRLの外観を図―

１、回路図を図―２に示す。 
２．２ キャリブレーション手法の検討 

WHRL は使用前に地磁気センサをキャリブレーション

する必要がある。キャリブレーションは全天が見渡せる開

けた場所で上空に遮るものがない場所で実施した。地磁気

センサのX軸とY軸の値を計算してPC上に表示するキャ

リブレーション用プログラムを作成した。キャリブレーシ

ョンの手順を以下に示す。 
①実験場所でキャリブレーション用プログラムを WHRL
に書き込む。②WHRLを被測定者に装着する。この時、地

磁気センサが地面と平行になるようにする。③PCと実験装

置をつないだままキャリブレーション用の記録を開始する
（１）。④被測定者に立った位置からずれないように、時計回

りに１周させる。⑤キャリブレーション用の記録よりX軸

とY 軸のデータを元に散布図を作成（２）し、楕円形ができ

ることを確認する。楕円形の中心が原点からずれているの

で、ずれを修正する。⑥以下の式を利用してずれを修正す

る値を求める。誤差を修正する値をΔA、計測値の最大値

をLmax、計測値の最小値をLminで表すと、 
ΔA = (Lmax+Lmin) / 2  
⑦⑥で求めた値を実験用プログラムに入力。PC上に記録さ

れた X 軸と Y 軸の値を基に作成した散布図例を図―３に

表す（３）。 

３． 実験調査方法 

３．１ 実験対象地区の設定 
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実験対象地区は風致公園で周囲が高層ビルに挟まれてお

らず、GPS信号を良好に受信する場所として中之島公園に

ある「ばらぞの橋」付近を選定した。ばらぞの橋は西詰か

ら南東114度方向に向かって伸びる約32.3mの橋である。

今回はこの橋を含む46.3mを往復する。実験対象地区の地

図を図―４（４）に、橋上からの景観を図―５に示す。往路の

スタート地点Aの座標は34°41’32.15”N、135°30’29.74”
E で、復路のスタート地点B の座標は 34°41’31.57”N、
135°30’31.34”Eである。 
３．２ 実験調査概要 

実験は2022年1月18日9～16時の時間帯に断続的に実

施した（５）。被測定者はインフォームドコンセントを得た健

康な男子大学生 10名（20～22歳）を用いた。実験方法は

以下の通りである。 
①実験開始前に実験者は WHRL のキャリブレーション等

を先に実施しておく。②地点 A手前で最初の説明を行い、

地点 A に移動し実験内容を説明する。③WHRL を被測定

者に装着する。④装着後実験者の合図により歩行を開始し、

地点B まで歩行。⑤地点B より実験者の合図で地点A ま

で歩行。⑤実験後WHRLを外し、ヒアリング調査を実施。

ヒアリング内容は景観の良かった場所を実際に案内しても

らい、良かった理由などを中心にヒアリングを行う。 
３．３ 分析方法 

10 名の被測定者のうち、microSD カードに記録された

GPS情報より、欠損値がなく良好にデータを取得した9名
分のデータを行動把握実験の分析データとする。次に地磁

気センサの進行方向の角度が往路は S114.68E、復路は

N294.86W であった。これらの値と角度の差異を求めて回

頭方向を算出する。 

４． 結果および考察 

４．１ 行動把握実験 

 分析データをもとに各被測定者の歩行行動および回頭行

動について縦軸を時間、横軸を回頭量とし往路と復路それ

ぞれのデータ推移を表記したものが図―６〜１４（３）であ

る。これよりどの被測定者も往路復路ともに左右片側だけ

に回頭するのではなく、複数回左右への回頭を行いながら

歩行していることがわかる。また回頭角度は一部に60度 

を大きく超える回頭角度を記録した被測定者も見られるも

のの、90度以上の回頭行動はみられず、おおむね左右どち

らについても 60 度以内の回頭に収斂している傾向が確認

された。 
 次に図―６〜１４より、往路と復路における各被測定者

の歩行時間と回頭角度が0度を境に左右に推移したときを

1回とみなした回頭回数を表―１（３）に表す。これより歩行

時間の平均は往路が 85.2秒、復路が 92.6秒と復路の方が

6.6 秒長い結果となった。また回頭回数の平均は往路 11.6
回、復路12.1回とほぼ同様ではあるものの、被測定者は復

路を比較的ゆっくりと歩行し回頭回数も多いという行動を

とる傾向がみられた。これは復路では中距離景にこども本

の森 中之島、東洋陶器美術館、中之島中央公会堂など中

之島公園のランドマークとなる建築群が視認できるなどの

景観構造が影響したものと推察される。 
 また、往路と復路の左右での回頭割合を求めた（図―１

５）。これより往路では右側、復路では左側の回頭割合が高

く往路復路とも被測定者はばらぞの橋南の大川側に回頭し

ており、特に復路ではばらつきはみられるものの６割以上

が左側に回頭するなど左右の回頭割合に差がみられた。 
４．２ ヒアリング調査 

 ヒアリング調査より、各被測定者の往路と復路における

「気になった場所」と「歩行時の感想」をまとめたものが

表―２（３）である。気になった場所として往路では北浜１丁

目平和ビル、阪神高速道路、復路では中之島中央公会堂、

時計台を気になった場所としてあげる被測定者が多い結果

となった。また歩行時の感想としては復路の方が往路より

も開放感が高いと指摘する意見が多く、これは往路では前

方に阪神高速道路が位置しており、鉛直方向における遮蔽

度が復路よりも高かったことが理由と考えられる。 
次に、往路と復路の景観を100点満点で評価した被測定

者の平均が図―１６である。これより往路では69.0点、復

路では82.0点と復路の方が高い傾向がみられた。これは表

―２でも確認できたように復路の方が中之島中央公会堂な

どの風致公園におけるランドマークが存在し、さらに往路

よりも開放度の高い景観構造の影響によると考えられる。 
４．３ 総合考察 

実験調査結果より、被測定者は景観評価の高い景観歩行 
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時に、歩行速度が下がり、さらに左右を見渡す回頭行動が

増加する傾向が確認され、これらは今後風致公園における

景観保全ガイドラインの１つの指標となりえる可能性が示

唆された。 

５． まとめ 

本研究の結果は以下のとおりである。 
① 準天頂衛星システムに対応した、歩行・回頭行動計測

装置WHRLを開発した。 
② 行動把握実験より歩行時における回頭行動の推移を

表記することができた。 

③ 実験調査結果より、歩行速度の低下や、さらに回頭回

数の増加が景観保全ガイドラインの指標となりえる

可能性が示唆された。 

補注 

(1) ソフトウェアはTera Termを使用した。 
(2) Microsoft Excelを使用した。 
(3) Sub．数字は被測定者番号を示す。 
(4) 国土地理院ウェブサイトのデータを利用した、

https://maps.gsi.go.jp（参照日2022年6月21日）。 
(5) 大阪工業大学ライフサイエンス委員会の承認を得た

（承認番号2021―48）。 
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公園利用者の環境の使いこなし方に関する研究 

大阪公立大学大学院農学研究科  中村 仁玲 

大阪公立大学大学院農学研究科  松尾  薫 

大阪公立大学大学院農学研究科  武田 重昭 

大阪公立大学大学院農学研究科  加我 宏之 

１．はじめに 

人々は、都市の中でも本能的に緑や土、あるいは広々と

した場所を好む 1)。公園はそのような生理的・心理的な欲

求を満たす空間であり、人々が日常生活の一部として様々

な目的で自由に利用できることが重要である 2)。また、生

活環境の中に様々な場所を構築し、居心地よくアレンジす

ることは、人間が環境との関係の中で身につける「生活ス

キル」である 3)と言われている。近年、アウトドアレジャ

ーを楽しむ人が増え、ピクニックセットを貸し出す店舗を

紹介するサイトも見られるなど、身近な屋外空間で豊かに

過ごすことへの関心が高まっている。 

小林 4)は自分の目的を達成するために場所を選択する行

為を「読み解き」、そこでのひとときをより心地よく過ごす

ためにものを持ち込む行為を「働きかけ」とし、環境に対

する読み解きと働きかけが組み合わされた関係を環境の

「使いこなし」と定義している。公園を対象にした、この

ような環境の使いこなしについての既往研究を見てみると、

小林 5)は公園のピクニック利用者から人間－環境関係を捉

え、居場所の選択可能性が高いことがパブリックスペース

の目指すべき姿であるとしている。谷澤ら 6)は一人でいる

ことをポジティブに捉えた「おひとりさま」の公園利用状

況からすべての利用者にとって快適に使える公園づくりの

指標を探り、芦田ら 7)は大規模都市公園における滞留者の

目的に応じた空間の使い分けの特性について考察している。

このように公園の利用実態から、利用者の空間利用のあり

方について明らかにした研究は数多く見られるが、これら

に加え、公園利用者が選択する具体的な環境に着目し、利

用者と環境の関係を明らかにすることが求められる。 

 そこで、本研究では、公園利用者が目的に応じてアウト

ドア用具を持ち込む環境への「働きかけ」と利用内容に相

応しい場所を選択する環境の「読み解き」を把握し、公園

利用者の環境の「使いこなし方」を明らかにすることを目

的とした。 

２．研究方法 

表－1 は利用実態調査の方法を示している。調査対象公

園は利用者数が多く、利用形態が多岐にわたることが想定

できる、大阪市都心6区に位置する面積4ha以上の都市公

園とし、中之島公園、扇町公園、毛馬桜ノ宮公園、下福島

公園、大阪城公園、靭公園、天王寺公園および真田山公園

の8公園とした。 

利用実態調査は、アウトドア用具（敷物、イス、テント

等）を持ち込んでいる公園利用者を対象に、行動を共にし

ているグループを単位として、Survey123 for ArcGIS を用い

て実施した。各公園で休日2日間、11:00~16:00の時間帯に

調査を行い、観測項目は属性（人数、性別、年齢層、グル

ープ特性）、環境への働きかけ（持ち込み用具、行為・行動）、

環境の読み解き（被覆面、天蓋面、側面）とし、園内を隈

なく歩いて観測し、利用の様子を写真撮影した。その結果、

調査対象として365グループを抽出した。 

解析では、まず、グループ属性について調査結果から得

られたデータを項目ごとに単純集計をして傾向を捉えた。

次に環境への働きかけは、持ち込み用具と行為・行動をク

ロス集計して捉えた。その際、持ち込み用具は、2 つの持

ち込み用具を組み合わせているものを「2種類」、3つまた

は 4 つの持ち込み用具を組み合わせているものを「3 種類

以上」とした。環境の読み解きは、被覆面、天蓋面、側面

の3つの面を用いてタイプ分類をした。被覆面は、持ち込

み用具が接している面の材質について写真から判断し、「人

工面」と「自然面」の2つに分類した。天蓋面は、まず、

グループの頭上を覆う面の有無について写真から判断した

後、天蓋面がある場合はその材質について「人工面」と「自

然面」の2つに分類した。側面は、まず、グループを囲む

対象地

方法

使用道具

対象者

日

時間

対象人数

人数

性別

年齢層

グループ特性

持ち込み用具

行為・行動

被覆面

天蓋面

側面

属性

環境への働きかけ

環境の読み解き

項目

利用実態調査、利用の様子の写真撮影

アウトドア用具を持ち込んでいる公園利用者

中之島公園、扇町公園、毛馬桜ノ宮公園、

下福島公園、大阪城公園、靭公園、

天王寺公園、真田山公園

2021年9~10月、各公園休日2日間

11:00~16:00

365

Survey123 for ArcGIS

表－1 利用実態調査の方法 
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面の数について写真から判断した後、側面がある場合はそ

の材質について「人工面」と「自然面」の2つに分類した。

その結果を「被覆面（材質）／天蓋面（材質）／側面（面

数・材質）」の順で表記した。最後に、環境の使いこなし方

として、複数のグループが利用した環境の読み解きタイプ

を抽出し、そのタイプでの環境への働きかけと掛け合わせ

て使いこなし方のタイプを特定して考察した。 

３．結果 

（１）グループ属性 

 図－1は滞留人数ごとの割合を示している。「3~4人」の

グループが 37.8％、「2 人」が 37.5％とともに最も高く、4

人以下の複数人での滞留が大半を占めている。次いで「1人」

が11.5％、「5~9人」が8.8％と1割前後確認できる。 

図－2はグループ特性ごとの割合を示している。「親子・

家族」が 38.4％、「カップル・夫婦」が 21.9％、「友達」が

21.4％と特に親密な関係のグループが大半を占めている。

また、「1人」は11.2％と一定数確認できる。 

（２）環境への働きかけ 

 図－3 は環境への働きかけ方のタイプを示している。行

為・行動に着目すると、「会話」、「飲食」、「休憩」がそれぞ

れ 2~3 割と高く、ゆったりとくつろぐ利用が大半である。

その他、「睡眠」や「読書」といった静的な利用、「スポー

ツ・体操」や「遊び」などの動的な利用に加えて、「写真撮

影」や「楽器演奏」などの目的性の高い利用も確認できた。

持ち込み用具に着目すると、最も手軽な「敷物」が約8割

と非常に高く、次いで「イス」が約2割、「テーブル」や「テ

ント」も少数だが持ち込まれていた。 

 これらをクロス集計した環境への働きかけは全部で 51

タイプ確認でき、多様な働きかけ方があることが分かる。

「敷物のみ・会話」が18.9％、「敷物のみ・飲食」が17.8％

と同程度に最も高く、次いで「敷物のみ・休憩」も 12.3％

と高く、約半数を占めている。会話や飲食、休憩など気軽

にくつろぐために手軽な敷物を持ち込む働きかけが多く行

われていることが分かる。また、「2種類（持ち込み用具）・

飲食」が4.9％、「2種類・休憩」が4.1％、「2種類・会話」

が4.1％と一定数占めている。会話や飲食、休憩などをして

くつろぐために敷物に加えてもう1つのアウトドア用具を

組み合わせて環境を作る働きかけが一定数行われている。

続いて「敷物のみ・睡眠」が 3.8％、「敷物のみ・見守り」

が 3.6％、「敷物のみ・携帯利用」が 3.3％、「敷物のみ・写

真撮影」が2.2％と一定数占めており、手軽な敷物で多様な

行為・行動が行われている。一方、「2種類・スポーツ・体

操」が 1.1％、「イスのみ・楽器演奏」が 0.5％、「3 種類以

上・遊び」が0.5％と少数ではあるが確認でき、目的に適し

たアウトドア用具を持ち込んでいることが分かる。 

（３）環境の読み解き 

 図－4 は環境の読み解き方のタイプ分類を示している。

被覆面の材質、天蓋面の材質、側面の面数と材質の組み合

わせによってAからVの全22タイプが確認できた。「S.自

然面／自然面／自然面（1面）」が41.4％で特に高く、次い

で「U.自然面／自然面／自然面（複数面）」が23.0％と高い

ことから、被覆面、天蓋面、側面の全てが自然面で構成さ

れた環境が多く選択されており、自然面が環境を読み解く

際の重要な手掛かりとなっていることが分かる。次いで「自

然面／無し／無し」が7.7％で、開放的な環境も選択されや

すいことが分かる。「自然面／自然面／混合（複数面）」は

4.7％とわずかではあるが確認でき、柵越しに水面や街の眺

望を楽しむ環境も選択されている。さらに、「N. 自然面／

無し／自然面（1 面）」が 4.4％、「G. 人工面／自然面／自

然面（1 面）」が 3.0％、「O. 自然面／無し／人工面（複数

面）」が3.0％確認でき、側面が特に環境の読み解く際に重 図－1 滞留人数ごとの割合 

図－2 グループ特性ごとの割合 図－3 環境への働きかけ方のタイプ 
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図－4 環境の読み解き方のタイプ 

U. 自然面／自然面／自然面(複数面)

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

84 71 13 10 14 1 2

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

11 3 6 31 2 1 22

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

2 2 1 1 2

S. 自然面／自然面／自然面(1面)

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

151 140 18 5 15 1

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

31 9 7 44 7 2 40

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

4 4 1 2

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

17 12 6 2 3

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

4 2 6 3

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

1 1

V. 自然面／自然面／混合(複数面)

J. 人工面／自然面／自然面(複数面)

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

3 2 2 2

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

1

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

2

L. 自然面／無し／無し

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

28 21 9 8 1 2

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

9 1 4 1 8

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

2 1 1 1

N. 自然面／無し／自然面(1面)

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

16 14 3 1

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

4 1 4 2 2

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

3

I. 人工面／自然面／人工面(複数面)

グループ数 敷物 イス テーブル テント 運動用具 その他

5 2 3

休憩 見守り 睡眠 会話 携帯利用 読書 飲食

1 1

楽器演奏 写生 写真撮影 遊び スポーツ 不明 その他

2 1

凡例：被覆面/天蓋面/側面, 上段：グループ数, 持ち込み用具, 下段：行為・行動 

図－5 環境の使いこなし方 
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要であると考えられる。 

公園利用者が環境を読み解く際には、天蓋面、側面に囲

まれていること、および被覆面、天蓋面、側面が自然面で

あることを重視していることが明らかになった。 

（４）環境の使いこなし方 

 図－5 は環境の使いこなし方を示している。被覆面、天

蓋面、側面が全て自然面であり、側面が1面のタイプSは

151 グループと最も多く、その内、敷物を持ち込んでいる

グループが140グループであり、敷物を中心にイス、テン

トなど5種類の持ち込み用具が確認できる。また、会話が

44グループ、飲食が40グループ、休憩が31グループであ

り、会話、飲食、休憩を中心に10種類の行為・行動が確認

できることから、多種類の持ち込み用具と行為・行動を受

け止める環境であることが分かる。この環境は開放感に加

え、四方のいずれかの側面に自然面による拠り所があり、

気軽にくつろぐ使いこなしがされている。 

次に、被覆面、天蓋面、側面が全て自然面であり、側面

が複数面であるタイプUは 84グループと多く、持ち込み

用具が6種類、行為・行動が12種類とともに最も多いこと

から、多様な使いこなしがされていることが分かる。その

内、テーブルの持ち込みが 10 グループと他のタイプと比

較して多く、加えてイスやテント等の持ち込みも多い。ま

た、会話をしているグループが31グループ、飲食をしてい

るグループが22グループと多い。この環境では、自然面に

囲まれた環境を居心地よくカスタマイズすることで、会話

や飲食を楽しむといった居間のような使いこなしがされて

いる。 

また、被覆面が自然面で、天蓋面および側面が無いタイ

プLは 28グループが該当し、持ち込み用具が 5種類、行

為・行動が9種類確認できる。その内、テントの持ち込み

が8グループと他のタイプと比較して多く、開放的な環境

でプライベートな領域を形成するような使いこなしがされ

ている。 

以上3つの環境は多種類の持ち込み用具および行為・行

動を受け止めることができる環境であり、公園利用者はそ

れぞれの目的に合わせた使いこなし方をしていることが明

らかになった。 

その他の環境を見てみると、被覆面、天蓋面が自然面で

構成され、側面が複数面で材質が混合である景観を重視す

るタイプVは、敷物の持ち込みに加え、イスの持ち込みも

多く、会話を中心に休憩、飲食、睡眠が行われている。眺

めが良い環境ではくつろぐ使いこなし方が中心となってい

ることが分かる。 

また、被覆面が人工面、天蓋面が自然面、側面が複数面

で材質が人工面であるタイプ I と、被覆面、天蓋、側面全

て自然面であり、側面が複数面であるタイプUを見てみる

と、どちらの環境でも、楽器演奏が行われている。楽器演

奏を行う人がこの環境を選択する理由として、楽器を直射

日光から防ぐ天蓋面と、音を反響させるための複数の側面

があるためと考えられる。その他にも、タイプ Jとタイプ

Nでは複数のグループがスポーツ・体操をしていることが

確認できる。タイプ Jの被覆面が人工面、天蓋面が自然面、

側面が複数面の自然面である環境は、硬くて安定したコン

クリート面に加え、日射を遮る樹木がある環境であり、熱

中症になることを防いでスポーツ・体操をするために選択

されていると考えられる。一方タイプNの被覆面が自然面、

天蓋面は無く、側面が1面の自然面である環境は、軟らか

い土に加え、荷物を置く拠点となる低木があるため選択さ

れていると考えられる。このように特定の目的に応じた特

殊な使いこなしが確認できた。 

４．まとめ 

公園利用者は、気軽に敷物を持ち込んで公園の持つ開放 

感や居心地を活かしたピクニックのような過ごし方をはじ

め、複数の持ち込み用具で環境をより快適にカスタマイズ

した居間のようなくつろぎ方など、生活空間の一部として

公園を使いこなしていることが明らかとなった。 

このような使いこなしを誘発するためには、あらかじめ

利用者の行動を想定した環境をあてはめていく従来の設計

手法ではなく、能動的に使いこなす余地のある環境を設え

ることが重要であると考えられる。 
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コロナ禍における飲食店の営業形態の推移 

－ 木屋町・先斗町エリアを事例として － 

株式会社ＧＭＫ 森 颯太 

龍谷大学政策学部   石原 凌河 

１．はじめに 

魅力的な都市には優れた盛り場環境が形成されており、

盛り場環境のあり方を問うことは都市のアイデンティティ

の根幹を成す。盛り場のあり方を捉え直し、現代における

魅力的な盛り場環境について検討することは喫緊の課題で

ある。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、飲食店は休業

や時短要請を余儀なくされた。3 年近くにも及ぶコロナ禍

による休業や時短要請の影響により、飲食店が集積する盛

り場の環境が大幅に変容する可能性があると考えられる。

そのため、コロナ禍での飲食店の営業形態の推移について

定点的に明らかにすることで、コロナ禍後の盛り場の環境

形成に関する基礎的な知見が得られると考える。 

ところで、阪神・淡路大震災の被災地においても、まち

の復興過程における定点観測の成果として『街の復興カル

テ』1)が1996年度から2004年度まで毎年発刊された。これ

は被災した地域の変化を知る貴重な資料であり、まちの復

興過程の定点観測を分析することができるため、復興の進

捗や新たな復興課題を確認でき、緻密な復興状況の把握が

可能となった。『街の復興カルテ2005年度版総括編』1)の序

文に、大阪大学大学院鳴海邦碩教授（現、名誉教授）が以

下のコメントを寄せている。 

被災地は、人間に例えれば、怪我人である。人間と同じ

ように、回復の程度に応じながら、段階段階を追って、治

療を行う必要がある。そのために、復興の各段階で＜復興

地区カルテ＞を作成し、地区診断をしながら、計画の目指

すべき方向を常に再確認し、復興計画を進めていかなけれ

ばならない。そして＜復興地区カルテ＞はそのまま、復興

の貴重な記録ともなる。（『街の復興カルテ 2005 年度版総

括編』p.1より抜粋） 

震災と新型コロナウイルス感染症とでは性質は異なる

ものの、コロナ禍でも街は怪我をしている状況であり、段

階を追って治療を行うことを要する。また、コロナ禍での

まちの変化の過程を捉えたデータは、今後も頻発する感染

症からの復興に関する貴重なアーカイブになり得ると考え

られる。 

本稿では、京都随一の盛り場である先斗町・木屋町エリ

アを対象に、コロナ禍における店舗の営業形態の実態につ

いて時系列で把握することを目的とする。 

２．調査の概要 

（１）調査の方法 

 京都随一の盛り場である木屋町・先斗町エリアを対象に、

第１回緊急事態宣言解除後の2020年5月末から2021年11

月末までの店舗の営業形態に関する定点調査を毎月実施し

た。住宅地図データを基に確認できる木屋町・先斗町エリ

アの商業店舗213店舗を対象に、現地での目視により営業

形態を把握していった。商業店舗の業種の内訳は、2020年

6月 30日時点の調査で確認できた、飲食店 97店舗、居酒

屋60店舗、スナック・バー56軒店舗である（図1）。営業

形態の変化を平面で把握できるように1階店舗を対象とし、

雑居ビル内の店舗は調査の対象外とした。表1に調査実施

日と調査実施日が飲食店への要請期間に重なっているかど

うかを示している。緊急事態宣言の発令下では6回、まん

延防止等重点措置の発令下では2回、時短営業要請の期間

は1回の調査が各発令期間と重なった。 

 2020 年 5 月末から 2021 年 11 月末までの調査期間のう

ち、①第1次緊急事態宣言後から第2回緊急事態宣言前ま

で（2020年5月30日から11月28日までの期間）、②第2

次緊急事態宣言前後（2020年12月25日から 2021年3月

27日までの期間）、③第3・4次緊急事態宣言前後（2021年

4月28日から2021年8月30日までの期間）、④第4次緊

急事態宣言後（2021年9月24日から2021年11月26日ま

での期間）の4つの時期に区分して分析・考察を行った。 

（２）調査対象地の概要 

木屋町・先斗町エリアは鴨川の西側と高瀬川の東側に囲

まれた京都随一の繁華街である。先斗町は京都五花街の一

つに位置づけられる 2)。先斗町は昔から格式が高い飲食店

やお茶屋が集積していたが、インバウンドの影響を受けて

先斗町の店舗は外国人向けのレストランが急激に増加した。

西石垣通（先斗町通）沿いの店舗は、「先斗町のれん会」と

いう組合が組織化され、2021年 2月時点で 74店舗が加盟

している。木屋町は高瀬川沿いに材木問屋・材木商が集積

したことが由来となっている 3)。木屋町エリアは大衆・学

生向けの居酒屋や料理店が集積している。 

本調査では、飲食店の集積が多く見られる四条通から三

条通間の木屋町通以東・西石垣通沿いの商業店舗（図1の

範囲）のうち、飲食店97店舗、居酒屋60店舗、スナック・

バー56店舗の計213店舗を対象とした。 

（３）京都市における飲食店への要請 

表1に調査実施日及び京都市における飲食店への要請と

その期間を示している。これを参照すると、飲食店が通常

営業できたのは 2020 年 12月 21 日からの１年間でわずか

61日であることが確認できたことから、京都市内の飲食店

は 2021 年の大半の期間で休業や時短営業を余儀なくされ

ていたことが示唆される。 
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図1 調査対象範囲 

３．飲食店の営業形態の推移 

（１）第1次緊急事態宣言後の業種別の営業形態 

 第 1 次緊急事態宣言後から第 2 次緊急事態宣言前まで

（2020年 5月 30日から 11月 28日までの期間）の業種別

の営業形態を図2に示している。 

第１次緊急事態宣言は既に解除されているにも関わらず、

業種を問わず、休業を継続している店舗が相対的に多く見

られる一方で、短縮営業を行っている店舗は僅かであるこ

とが確認できた。ただし、2020年 5月 30日の調査結果か

ら、約 30％の店舗が休業していたものの、2020年 9月 30

日の調査以降からは、休業店舗は徐々に減少していること

が確認できた。 

表1 調査実施日と飲食店への要請及びその期間 

調査実施日 飲食店への要請とその期間 

2020年5月30日 

2020年6月29日 

2020年8月26日 

2020年9月30日 

2020年10月21日 

2020年11月28日 

2020年12月25日 まん延防止等重点措置（12/21〜1/13） 

2021年1月25日 第2次緊急事態宣言（1/14〜2/28） 

2021年2月24日 第2次緊急事態宣言（1/14〜2/28） 

2021年3月27日 

2021年4月28日 第3次緊急事態宣言（4/25〜6/20） 

2021年5月31日 第3次緊急事態宣言（4/25〜6/20） 

2021年6月30日 まん延防止等重点措置（6/21〜7/11） 

2021年7月28日 時短営業要請 

2021年8月30日 第4次緊急事態宣言（8/20〜9/30） 

2021年9月24日 第4次緊急事態宣言（8/20〜9/30） 

2021年10月29日 

2021年11月26日 

2020年 5月 30日調査時における調査対象地の様子を図

3に示している。5月30日の調査時点では、緊急事態宣言

解除後にも関わらず人通りは僅かであり、店舗を開店して

いても来店者がほとんどいない状況であったことが推察さ

れる。休業している店舗では、休業を示すチラシが貼られ

ていることが見受けられた。2020年 7月 28日調査時にお

ける調査対象地の様子を図4に示している。営業再開や短

縮営業を示す張り紙が貼られている店舗や、感染対策に関

する注意書きを示す張り紙が貼られている店舗が多く見ら

れることが確認できた。 

（２）第2次緊急事態宣言後の業種別の営業形態 

 第2次緊急事態宣言前後（2020年12月25日から2021年

3 月 27 日までの期間）の業種別の営業形態を図 5(1)に示し

ている。なお、2020年12月25日はまん延防止等重点措置

の発令下、2021年1月25日及び2月25日は緊急事態宣言

発令下であった。 

図2 第1回緊急事態宣言後の業種別の営業形態 
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図3 2020年5月30日調査時における調査対象地の様子 

図4 2020年5月30日調査時における調査対象地の様子 

12 月 25 日の調査結果から、大半の店舗がまん延防止等

重点措置の要請に従って短縮営業や休業を行っていること

が確認できた。しかし、2021年3月27日の調査結果から、

緊急事態宣言が解除され、飲食店に対する要請を受けてな

い期間であったことから、第１回緊急事態宣言解除後より

も多くの店舗が普通営業に戻っていることが確認できた。 

（３）第3・4次緊急事態宣言前後の業種別の営業形態 

第3・4次緊急事態宣言前後（2021年4月28日から2021

年 8 月 30 日までの期間）の業種別の営業形態を図 6 に示

している。なお、この期間のすべての調査時点で何らかの

飲食店への要請を受けており、2021年 4月 28日、5月 31

日、8 月 30 日は緊急事態宣言下、6 月 30 日はまん延防止

等重点措置の発令下、7 月 28日は時短要請を受けていた。 

第3次緊急事態宣言下の4月28日の調査及び5月31日

の調査結果から、約 60〜70％の店舗が休業を行っており、

約 20〜30％の店舗が短縮営業を行っていることが確認で

きた。通常営業を行っている店舗はほとんど見受けられな

かった。まん延防止等重点措置の発令下での 6 月 30 日の

調査結果から、約60%の店舗が短縮営業を行っており、約

30%の店舗が休業を行っており、緊急事態宣言下よりも短

縮営業の店舗は増え、休業店舗は減っていることが確認で

きた。時短要請下での 7月 27日の調査結果から、約 75%

の店舗が短縮営業となり、約20%の店舗が休業を行ってお

り、まん延防止等重点措置の発令下よりも短縮営業の店舗

は増え、休業の店舗は減っていることが確認できた。普通

営業の店舗は緊急事態宣言下やまん延防止等重点措置の発

令下よりも相対的に多く見られることも把握できた。第 4

次緊急事態宣言下の8月30日の調査結果から、約50〜60％

の店舗が休業を行っており、約40〜50%の店舗が短縮営業

を行っていることが確認できた。当然ながら、まん延防止

等重点措置や時短要請の発令下よりも休業店舗は増えてい

るものの、第3次緊急事態宣言下よりも短縮営業の店舗数

は減っていることから、緊急事態宣言で定める要請される

範囲で営業を行っている店舗が相対的に増えていることが

示唆される。 

（４）第4次緊急事態宣言後の業種別の営業形態 

 第4次緊急事態宣言後（2021年9月24日から2021年11

月 26 日までの期間）の業種別の営業形態を図 7 に示して

いる。なお、2021年 9月 24日は緊急事態宣言発令下であ

った。 

9 月 25 日の調査結果から、約 50〜60％の店舗が休業を

行っており、約 40〜50%の店舗が短縮営業を行っており、

飲食店よりも居酒屋やバー・ラウンジの休業の割合が相対 

図5 第2次緊急事態宣言前後の業種別の営業形態 

図6 第3・4回緊急事態宣言前後の業種別の営業形態 

図7 第3・4回緊急事態宣言前後の業種別の営業形態 
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的に高いことが確認できた。10 月 29 日の調査結果から、

約 60%の店舗が普通営業を再開し、約 15%の店舗が休業、

約 15%の店舗が短縮営業を行っていることが確認できた。

11月 26日の調査結果から、約 85%の店舗が普通営業を行

っており、休業を行っている店舗は10％未満（バー・ラウ

ンジのみ約 20％）、短縮営業を行っている店舗はごく僅か

であった。飲食店への時短要請を受けていない10月29日

よりも多くの店舗が普通営業に戻っていることが確認でき

た。 

（５）廃業店舗・新規店舗の動向 

コロナ禍による飲食店への時短要請により廃業店舗が増

えているのではないかという仮説の下、調査対象地域にお

ける廃業店舗数の推移についても確認した。その結果、2021

年 3月 27日の調査日が最も廃業が多く、11店舗という結

果であった。2021年 3月 27日は第 2次緊急事態宣言解除

後の期間であることから、2 回の緊急事態宣言を受けて廃

業を後押ししたことが推察される。廃業店舗 11 店舗のう

ち、7 店舗が個人経営店であることも把握できたものの、

個人経営店と法人経営店とで営業形態の違いに有意な差は

確認できなかった。 

2021年11月末時点で22店舗が休業しており、今後はこ

れらの店舗が廃業する可能性も考えられることから、本調

査期間後も継続して営業形態の推移を把握していくととも

に、廃業店舗の廃業した時期を確定していくことで、廃業

店舗の推移について改めて考察を深めていく必要がある。 

一方で、新たに飲食店として開業した店舗は5店舗であ

っ。2020年11月、2021年4月、2021年7月にそれぞれ1

店舗が開業し、2021年 10月には 2店舗が開業している。

調査対象地において新たに開業した店舗と店舗への時短要

請とはほとんど関連がないことが想定されるが、コロナ禍

での飲食店の新規開業の要因については別の機会で調査を

行っていきたい。 

４．おわりに 

（１）本稿で得られた知見 

 本稿では、京都随一の盛り場である先斗町・木屋町エリ

アを対象に、コロナ禍における店舗の営業形態の実態を時

系列で把握した。 

その結果、まず、第1次緊急事態宣言解除後は自主的に

休業や短縮営業を行う店舗が多くみられたものの、第2次

緊急事態宣言以降、年月が経過するにつれて、要請内容・

期間に従って営業を行っており、飲食店への要請がなされ

ていない期間においては、普通営業に戻る割合が高いこと

が示唆された。 

また、2021年 3月の調査で、廃業店舗が 11店舗と一番

多いことが確認できた。しかし、2021年11月末時点で22

店舗が休業しており、今後はこれらの店舗が廃業する可能

性があると考えられるため、今後も調査を継続しながら廃

業店舗の動向を確認していく必要がある。 

（２）今後の研究課題 

 2022年6月末現在、新型コロナウイルス感染症の流行

は比較的低位しており、アフター・コロナのフェーズに移

り変わる兆しが見えつつあるが、コロナ禍後の店舗の営業

形態の推移について継続して調査を行っていきたい。 

京都市は約148万人の人口を誇り、世界でも有数の観

光都市であるため、コロナ禍後も飲食店の市場が回復しや

すいことが考えられる。一方で、地方都市の盛り場は京都

市と比較しても相対的にコロナの影響が大きく、コロナ禍

後も飲食店に顧客が戻りにくいことが考えられる。そのた

め、他都市の盛り場との比較調査を行い、コロナ禍が盛り

場に与える影響についてより精緻に調査を進めていきた

い。 
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Instagram からみたコロナ禍における都心部の都市公園の捉えられ方 
～大阪市靭公園を事例として～

大阪公立大学大学院農学研究科   下向  葵 
大阪公立大学大学院農学研究科   松尾  薫 
大阪公立大学大学院農学研究科   武田 重昭 
大阪公立大学大学院農学研究科   加我 宏之 

１． はじめに 

2020年、新型コロナウイルス感染症の流行により、都心

部を中心に人々の行動が変化し、不要不急の外出や都道府

県をまたぐ移動が大きく抑制され、これまでとは異なる生

活様式が求められた。そのような中で、多くの人々が身近

な公園を利用した 1）。 
コロナ禍における公園を対象とした既往研究をみると、

新聞の記事内容から日本のコロナ禍において公園が社会的

にどのように捉えられているかを把握した研究 2）では、公

園が閉鎖されることなどに対するネガティブな意見もある

ものの、自粛が強いられた中で、公園で子どもたちが遊ぶ

姿に安心するといった、ポジティブな感情や意見もみられ

たことが明らかにされている。また、ラインセンサスデー

タを用いてコロナ禍の東京における大規模公園の利用者数

の変化を分析した研究 3）や携帯電話の位置情報サービスに

基づいた流動人口の変化から新型コロナウイルス感染症流

行化における公園の利用実態とその要因を明らかにした研

究 4）などがあり、園内にイベント可能な広場や有料施設が

ある公園、大型施設などがある公園や観光地となる公園で

は利用者は減少し、比較的感染リスクの少ないと考えられ

る公園の利用者が増加する傾向にあったことが明らかにさ

れている。このように、コロナ禍の公園の利用実態につい

ては多くの研究がなされている。それらに加えて、利用者

が求める公園像をより具体的につかむためには、人々が実

際に公園をどのように捉えているのかを視覚的要素も含め

て探ることが必要と考えられる。ここで、感染症が流行し、

時々刻々と変化する人々の公園の捉え方を把握するために

は、従来のアンケート調査や文献調査よりも、即時性のあ

るソーシャルメディアによる調査が適当であると考えられ

る。近年のSNSの利用状況 5）についてみると、個人におけ

るスマートフォンの保有率の増加傾向に伴い、SNSの利用

率も年々増加傾向にある。さらに、視覚的要素も含めた分

析を行うことを踏まえると、ソーシャルメディアの1つで

あるInstagramが有効なツールであると言える。Instagramは

写真や動画などの投稿とその閲覧ができるビジュアルコミ

ュニケーションツールであり、自分らしさを表現できる

SNSとして着目されている。 
SNS から利用者の投稿について分析した研究をみると、

SNSを用いた大規模災害後の交通政策に対する住民感情の

抽出手法に関する基礎的研究 6）があり、災害発生後の住民

の感情の移ろいが明らかにされている。Instagramを用いた

研究をみると、Twitterと Instagramを用いて、投稿者の国営

公園の評価を分析することで、SNS利用ソーシャルリスニ

ングの活用の可能性を探った研究 7）があり、投稿者が公園

の被写体対象を多面的にみることによって、利用者のリア

ルな声や、公園の課題、強みを把握するツールとして活用

可能であることが明らかにされている。また Instagramを利

用して川に関するハッシュタグのついた投稿から、テキス

トや画像、投稿数解析を行った研究 8）では、人々の河川へ

の関心や、利用の様子などを明らかにしており、Instagram
から人々の捉えているものを具体的につかむことができる

ことがわかる。 
以上より、本研究では、大阪市靭公園を事例として

Instagramから、コロナ禍における都心部の都市公園の捉え

られ方を明らかにすることを目的とした。 

２．調査および解析方法 

（１）コロナ禍の社会情勢 
コロナ禍の社会情勢を捉えるために、全国と大阪府を対

象に厚生労働省 10）、NHK等のオープンデータ 11）12）13）を用

いて、2020 年 1 月から 12 月までの主要な出来事、感染者

数および人出量の推移を時系列で整理した。 
（２）対象投稿の抽出方法 
表1は、対象となる投稿の抽出方法を示している。都市

公園の捉えられ方を把握するために、本研究では、Instagram
を用いて、靭公園のハッシュタグがつけられた投稿を抽出

した。投稿の検索期間はコロナ発生前の 2019 年とコロナ

禍の2020 年のそれぞれ2 月1 日から15 日、5 月1 日から

15日、8月1日から15日、11月1日から15日とした。そ

の結果、検索

結果は 2019
年で2,579件、

2020 年 で

2,538 件が収

集できた。抽

出した投稿か

ら、靭公園が

撮影されてい

ない、または

動画、宣伝目

的の投稿を対

象外とした。

その結果、今

回の調査対象

表1 対象投稿の抽出方法 

対象SNS Instagram
検索ワード #靭公園
収集日時 2021年9月18日～11月25日

対象期間

対象年：2019年（コロナ発生前）
　　　　2020年（コロナ禍）
対象月日：2月1日～15日（冬）

5月1日～15日（春）
8月1日～15日（夏）
11月1日～15日（秋）

対象投稿
靭公園が撮影されている投稿
※対象外：動画、宣伝目的の投稿

検索結果
2019年：2,579件
2020年：2,538件

対象件数
2019年：429件
2020年：407件

25



件数は2019年で429件、2020年で407件となった。 
（３）対象投稿の解析方法 
本研究では、対象投稿から景の捉えられ方と心情表現に

分けて解析を行った。景の捉えられ方は、投稿写真および

テキストを用いて、まず景の主題を特定した。1 つの投稿

内で複数の写真がある場合は、同じ主題の景を1景とした。

次に、景の視界の広がりと図の要素を特定した。視界の広

がりは特定した景に対して、主たる要素が1つの単体に限

定されている単体景、主たる要素が靭公園の空間を捉えた

空間景、主たる要素が靭公園全体や、園内から園外の建物・

空のように広範囲に及んでいる全体景のいずれかに分類し

た。図の要素は、特定した主題を構成する要素をすべて抽

出した。心情表現は、テキストを用いて分析を行った。抽

出した投稿のテキストのうち、靭公園に訪れて感じたこと

や、訪れた時の様子などがわかる景に関連するテキストを

抽出した。それらのテキストを形態素解析アプリケーショ

ン「Web茶まめ」により、感情が表現されている動詞・形

容詞・形容動詞・副詞を抽出した。さらに、抽出した語句

を Plutchik の感情の輪１５）を参考に分類して集計した。

Plutchikの感情の輪とは、感情を「喜び・信頼・恐れ・驚き・

悲しみ・嫌悪・怒り・期待」の８つの基本感情、またはそ

れらの結合・混合したものとして説明するモデルである。

そしてその感情に至る要因を抽出した。これらの感情語と

その要因から心情を把握した。 

３．コロナ禍の社会情勢 

図１は国内および大阪府のコロナ禍における社会情勢を

示している。ここでは、主にコロナ禍である2020年に着目

してコロナ禍の社会情勢について把握した。まず2020年2
月1日から15日は、感染者数は日本全国、大阪府ともにほ

とんどみられない。また梅田駅周辺の人出量も多く、コロ

ナ発生前の普段の日常に近い時期であることがわかる。5
月 1 日から 15 日は緊急事態宣言の影響もあり、梅田駅周

辺の人出量は対象期間の中で最も少なくなり、外出自粛や

コロナに対する危機意識が高まっていたと考えられる。ま

た第1波のなかでも感染者数が特に減少しており、コロナ

感染拡大が一度落ち着いている時期であることがわかる。

8月1日から15日は、日本全国、大阪府ともに感染者が第

1波を超える勢いでコロナ感染が拡大している。一方、「Go 
To トラベル」キャンペーンの開始や、梅田駅周辺の人出量

も徐々に戻り始めており、感染予防と経済活動の両立が図

られた時期であることがわかる。11 月 1 日から 15 日は、

全国、大阪府ともに第2波を超える勢いでコロナ感染が急

拡大している。大阪府では医療体制がひっ迫されていたが、

梅田駅周辺の人出量が第1波、第2波よりも多く、人々の

外出自粛や感染予防の意識が薄まり始めた時期であると考

えられる。 

４．コロナ禍における靭公園の景の捉えられ方と心情表現 

（１）景の捉えられ方 
図2は2019年および2020年における視界の広がりの割

合を示している。視界の広がりは、2019年は単体景85.5％、

空間景 12.4％、2020 年は単体景 80.0％、空間景 16.7％と、

ともに単体景が中心であるが、2020年は空間景がやや増加

し、特に5月、8月に多い。 
図3は2019年および2020年の各月ごとの図の要素の割

合を示している。月別にみると、2月は図の要素として｢犬｣

｢バラ｣｢その他花卉｣が約30.0％と多く、犬の散歩や花卉の

様子が中心であることに変化はみられない。5 月は図の要

素は｢バラ｣が約60.0％と特に多く、構成要素では｢アーチ｣

が一定数みられるようになり、バラのアーチなどが捉えら

れていたが、2020年では｢園路｣が約20.0％と一定数みられ、

バラ園の広がりが捉えられるようになった。8 月は、図の

要素に｢犬｣が多く、特に2020年では｢バラ｣｢園路｣｢列植－

ケヤキ｣が約20.0％と一定数みられ、バラ園やケヤキ並木の

ような、空間の広がりや奥行を持った園内の緑の様子が捉

えられている。11 月は2019年、2020 年ともに図の要素に

｢バラ｣が約40.0％と多い。 
（２）心情表現 
図4は2019年および2020年における感情の割合を示し

ている。2019年、2020年ともに〈喜び〉が中心で、それぞ

れ65.3％、51.3％であった。次いで〈信頼〉がそれぞれ22.7％、

29.5％と一定数みられ、2019 年は 2020 年と比べやや増加

している。〈驚き〉〈恐れ〉〈嫌悪〉がいずれも約3.0～5.0％
とわずかながらにみられた。加えて2020年では、〈期待〉

図1 日本国内および大阪府のコロナ禍 

における社会情勢 

図２ 2019年および2020年における 

視界の広がりの割合 
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〈悲しみ〉が約3.0％とわずかながらにみられた。 
表２および表 3 は 2019 年、2020 年における感情語とそ

の感情にいたる要因を示している。2019年、2020年ともに

〈喜び〉に対する感情語が中心であり、｢色とりどりのバラ

を見て『楽しい』｣などバラが咲いている様子に対する心情

がみられ、2020 年では新たに｢緑が『爽やか』｣｢新緑を見

て『スッキリ』｣といった緑を感じて生まれた心情もみられ

る。〈信頼〉に対する感情語も一定数みられ、2019年、2020
年ともに｢バラや緑に『癒される』｣などがみられ、2019年
と比べ 2020 年は 29.5％とやや増加している。〈驚き〉〈恐

れ〉〈嫌悪〉に対する感情語はわずかにみられ、2019 年は

｢バラの種類が豊富で『驚いた』｣｢『残念ながら』バラが全

体的に一分咲き｣などバラの内容が中心であるが、2020 年

は｢テントを立てて休日を楽しんでいる人が多くて『ビック

リ』｣｢地味に人が多くて『気になる』｣など公園の混雑具合

や、「噴水も水を止められていて『残念』」といった施設の

利用制限に対する心情が多い。〈期待〉〈悲しみ〉に対する

感情語は2020年のみで、｢靭公園のバラが咲くことを『心

待ち』にしている｣｢葉がなくなったことが『寂しい』｣など

自然に対する心情がみられる。 

５．まとめ 

2019 年、2020 年ともに公園内のバラや犬の散歩などの

日常的な単体景が投稿され、バラをみることが｢好き｣｢楽し

い｣、バラの香りや緑に｢癒される｣といった心情がみられた。

これらはコロナ禍の社会情勢の中でも変わらない靭公園の

根幹的な捉えられ方といえる。一方、外出自粛の意識が高

図4 2019年および2020年における感情の割合 

図3  2019年および2020年の各月ごとの 

図の要素の割合 

表２ 2019年における感情語とその感情に至る要因 

感情 感情語 要因
幸せ ・こんな時間からゆっくりした時間を過ごせる事

・色とりどりの薔薇が咲き始めてた
・お散歩しながら撮影して休憩して
・靭公園で友人とおしゃべりしながらパンとコーヒーをいただく

楽しい・楽しむ ・やっぱり空の青さがいい
・靭公園で待ち合わせ散歩
・昼から公園でピクニック
・幼稚園のお友達familyと。
・久しぶりの運動
・可愛い薔薇とポップアップテントのカラフルな景色
・更なる開花
・バラの季節
・秋の薔薇

気持ちいい ・靭公園でランチwithハイボール、お天気よい
好き・大好き ・靭公園

・自然
・薔薇
・マリアカラス
・いいお天気だったから、子供らが噴水で遊んだり、ベンチで休んで
る人がいたり、こういう時間
・蕾や咲きかけのバラの真ん中の花びらの集合体がThe薔薇！って感
じがしている

気持ちいい ・雨上がり
・水遊び
・お天気もいいし、周りの緑も美しい
・初めて中に入った
・バラも咲いてて緑もたくさんあって
・風が吹くとほんのり甘い香り
・気候

心地よい ・大きなバラ、川のせせらぎ
・5月の緑と風

最高 ・こんな日に休み
感動 ・校長先生のリコーダーの技巧

・新緑と空の青さ
和む ・5月の緑と風

・バラが咲いていること
笑う ・昼から公園でピクニック
嬉しい ・お弁当、皆おいしーって言うてくれて
面白い ・同じ植物でも光の加減によって色々な色になる

フレッシュな ・つぼみをつけたバラもあって
得した ・はからずもバラ園が美しい
見惚れる ・バラのアーチ

テンション上がる ・バラの綺麗さと香り
爽やか ・気候
癒される ・大きな木
快適 ・朝は日差しが直じゃない

驚き ・バラ園の薔薇がまだ咲いている
・薔薇の種類が豊富で

びっくり ・大きな公園へ行ったものの、人の多さに
思いがけず ・バラの花が咲いていて、芳しい香りが漂っていた
不気味 ・靭公園名物の銅像
ドキドキ ・初めてお弁当らしきお弁当を作ってみた

嫌悪 残念ながら ・全体一分咲きって感じ

喜び

恐れ

信頼

驚き
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まった 2020 年 5 月はバラ園のような空間の広がりが認識

された景、人出が戻り始めた8月はバラ園に加え、ケヤキ

並木といった天蓋や周囲を樹木で囲まれた緑豊かな空間景

が捉えられた。これと併せて、緑が｢爽やか｣、新緑を見て

｢スッキリ｣といったポジティブな心情がみられるようにな

った。このように、コロナ禍で外出自粛により、多くの時

間を家で過ごすことが日常化した。そのような中で都心部

の都市公園は、花や緑を単体として視覚的に認識するだけ

でなく、木陰や風など身体的にも癒しや爽快さを感じられ

る広がりのある自然空間であることが、コロナ禍における

人々の生活に大きな意味を持っていると考えられる。 
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表３ 2020年における感情語とその感情に至る要因 
感情 感情語 要因

楽しい・楽しむ ・久しぶりに靭公園に行ってきた
・少しの間マスクを外し甘い香り
・バラ
・ベンチごとに薔薇の種類が違う
・写真
・初めて見るバラがたくさん
・バラ園があったり噴水があったり小川があった
・バラ

感動 ・この景色があるから、春が来た時の感動がある
スッキリ ・たっぷりウォーキングをした

・新緑と綺麗なお花を見る
・朝お散歩する

好き・大好き ・オレンジ色のバラ
・咲いているお花
・ツボミ
・バラとケヤキが美しい
・バラの実、ローズヒップも可愛い

気持ちいい ・水の流れる
・靭公園のバラ園は、だいぶ色づいている
・木陰は心地よい風が吹いている
・色んな花がたくさん咲いていた
・お日さまポカポカ
・写真をたくさん撮って、ベンチでおやつを食べた
・朝からたくさん歩いた
・天気

幸せ ・貴重なお散歩や一緒に歩いて一緒の空気感
爽やか ・新緑
最高 ・今は花が綺麗から季節もいい

心地よい ・風
嬉しい ・カラタチの花が人目に見つけにくい場所なので、見つけたとき

面白い ・アルバムの形の花壇がUTSUBOじゃなくてUTUBOだった
最高 ・近くのベンチでおにぎりを食べてゆっくり過ごせた

お気に入り ・赤い薔薇の蕾
懐かしさ ・魅力的で不思議な哀愁を帯びた雰囲気の銅像

信頼

癒される ・早咲の品種のバラが少しだけ開花
・お花
・靭公園に虹色の光の輪ハロ出現
・薔薇
・自然の色
・濃厚な薔薇の香り
・バラ園でブルーローズ散策
・ケヤキの木漏れ日
・バラの香りに迎えられどこもかしこも天然のアロマの香り
・靭公園の薔薇

ありがたい ・四季がある
リフレッシュ ・自粛中ではありますが、近所の公園ばかりだった

ホッと ・靭公園に虹色の光の輪ハロ出現
・子どもの声

助かる ・木陰とベンチが多い
安心 ・砂場は柵がある
心待ち ・毎年この公園のこの薔薇が咲く
期待 ・ヤミラミの巣、靭公園（大阪）へ色違い

ビックリする ・一瞬本当の人かと思った
・テントを立てて休日を楽しんでる人が多い

予想以上の ・混雑ぶり
・人が多かった

不気味 ・なんで作ったかわからない銅像
怖い ・銅像がリアル過ぎて

気になる ・地味に人が多い
・中之島のバラの写真を見て、靭公園のバラも

後悔 ・毎度、品種を撮ってこない
残念 ・噴水も水を止められている

寂しい ・すっかり葉がなくなった
・靭公園

哀愁 ・銅像

嫌悪

悲しみ

喜び

期待

驚き

恐れ
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新型コロナの生活様式変化に起因する都市交通問題に関する考察 

関西大学大学院理工学研究科  釡賀 一輝 

関西大学環境都市工学部 秋山 孝正 

１． はじめに 

新型コロナウイルス感染症から、生活様式の変化に基づ

く、さまざまな日常生活変化が見られた。この意味で、わ

れわれの生活基盤となる都市交通の側面においても従来の

問題意識を超えた新たな検討事項が発生している。 

そこで本研究では、2019年～2021年におけるコロナ禍で

の都市交通現象を整理するとともに、生活様式の変化に関

連する近年の都市交通問題について考察を行う。具体的に

は、道路交通事故の問題と自転車交通増加の問題を中心的

に検討する。これらの問題は、いずれもコロナ禍において、

従来の経年的変化の傾向と相違する変化が観測されること

から、現実的な都市交通政策の方向性を考える必要がある。

本研究では、これらの特徴的な都市交通問題に対して、現

実的観測結果を踏まえて実証的な考察を行う。 

２． コロナ禍における都市交通問題 

新型コロナウイルス感染症は 2019年 12月に中国・武漢

市で初めて症例報告され、わが国では 2020 年以降感染例

が多数報告されている。図－１に、わが国における新型コ

ロナウイルスの感染状況の第1波～第6波の経過を示す。 

図―１ コロナ禍の進展過程(第1波～第6波) 

感染拡大に伴って、政府は2022年6月時点で3度の緊急

事態宣言を発出した。具体的には、外出自粛や飲食店の休

業要請など、国民に対して行動制限が呼びかけられた。 

感染拡大による生活様式の変化について、いくつかの視

点から都市交通における変化がまとめられている。 

・ 緊急事態宣言の発令による道路交通量の減少・交通事

故件数の減少・交通事故死者数の減少 1) 

・ 公共交通機関(鉄道・バス)の利用者の減少 2) 

・ パーソナルモビリティへの転換(自転車交通の増加) 3) 

・ リモートワークの増加による移動交通量の減少 4) 

・ インバウンドの減少による公共交通需要の減少 4) 

これらの状況はいずれも公共交通機関を中心とした都市

交通の変化を表すものである。まず、中心的な公共交通機

関として、都市鉄道への影響を考える。 

具体的な統計量として、図―２に大手私鉄16社（全国民

営鉄道）の総輸送人員の経年的推移を示す。 

図―２ 大手私鉄の総輸送人員の推移 2) 

(出典：一般社団法人日本民営鉄道協会) 

本図より、2019 年(コロナ発生前)と 2020 年(コロナ発生

後)で、緊急事態宣言などの外出の自粛期間との影響から、

鉄道の総輸送人員は大きく減少していることが分かる。 

このような輸送量の減少は、都市交通としての鉄道経営

面の問題を発生している。都市鉄道においては、具体的な

都市交通環境の変化が報告されている。 

たとえば、鉄道運行形態では運行本数の削減や終電車の

早時間化などの需要低下へ対応が実施された。また、JR西

日本では、乗客が少ない路線の収支状況を開示し、運行形

態の見直しにより、持続可能な鉄道経営を検討している 5）。

また、近鉄では経営状況の悪化による認可運賃の引き上げ

を巡り、地元自治体との意見の衝突が発生している 6)。  

コロナ禍の都市鉄道に関する課題は、既に多数の関連報

告があり、議論が整理されている。そこで、本稿では都市

交通に関するその他の特徴的課題を中心に議論を行う。 

３． 道路交通事故に関する課題 

ここでは、コロナ禍における典型的な道路交通問題であ

る「交通事故死者数」変化を検討する。新型コロナウイル

ス感染症の拡大、生活様式の変化から道路交通量、交通事

故件数の減少が報告されている。一方で、交通事故死者数

は複雑な変化があり最近の検討課題となっている。 

図―３にわが国における交通事故死者数の推移を示す。 

図―３ 交通事故死者数の経年変化(日本) 
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交通事故死者数は 1970 年をピークとして 10,000 人以下

を目標として、1992年以降は継続的に減少している。2020

年の交通事故死者数は2,839人、2021年は2,636人(戦後最

小)である。このような全国的変化に対応して、新型コロナ

による影響が深刻化した 2020 年には、道路交通量が平均

的に減少し、すべての都道府県で交通事故件数が前年より

減少した。これに対して、交通事故死者数が増加している

都県が観測されており、従来の傾向と相違する案件として

紹介された。これを具体的に検証するため、図－４に都道

府県別交通事故死者数の推移を示す。 

図―４ 交通事故死者数の推移(2019 年～2020 年) 

本図より11都県で交通事故死者数が増加している 7)。 

つぎに、交通事故死者数の変化の明確な要因を検討する。

ここでは、単純な要因分析では本案件の説明が難しいこと

から、前年に対する2020年の交通事故死者数の推移(増加・

減少)を外的基準とした機械学習モデルを構築する。具体的

には、ID3による決定木モデルを作成する。 

モデルに用いる独立変数は、①人口密度(人/㎢) ②感染者

割合(%) ③緊急事態宣言期間(日) ④自動車免許保有割合

(%) ⑤高齢者割合(%) ⑥交通違反割合(%)である。「感染者

割合」は、年間累積感染者数を各都道府県の人口で除した

変数である。また、「交通違反割合」は年間の道路交通法違

反件数を免許保有者の数で除した変数である。 

図－５に決定木(ID3)による死者数の増減ルールを示す。

また、表－２に ID3による推計結果を示す。 

図―５ 決定木の算定結果(交通事故死者数の増加・減少) 

本図より、法令違反運転と免許保有率の影響が、交通死

亡事故の増減に関与していることがわかる。推計結果とし

ては全体的に概ね良好であるが、大都市圏である東京都・

神奈川県が誤判別となっている。したがって、大都市圏に

おいては、統計を用いての説明が困難であり、より複雑な

要因が絡んでいるものと考えられる。 

つぎに、2019年～2021年の交通事故死者数の変化パター

ンを分析する。すなわち、(増加→増加：A)(減少→増加：B)(増

加→減少：C)(減少→減少：D)の4種類を考える。 

表―３・４に 2019 年～2021 年における交通事故死者数

と、2か年変化パターンの分類結果を示す。 

表―３ 直近3年間の交通事故死者数(都道府県別) 7) 

表―４ 交通事故死者数の2か年パターン(2019～2021) 

前年より増加

岩手東京神奈川
石川福井静岡
香川愛媛高知
長崎大分

実際の群

第1群

%

第2群

%

交通違反

割合高い 低い
23 24

免許保有率

10 13

高い 低い

感染者割合

高い 低い
4 6

免許保有率

高い
14

低い
10

減少 感染者割合

人口密度 高齢化率減少

増加

増加

高齢化率

減少増加

高い 低い

高い 低い

高い 低い

高い 低い3/4

石川県

静岡県

高知県

愛知県

2 4

1 1

香川県 佐賀県

1/1 1/1

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

新潟県

4 6

5 1

減少

減少

埼玉県

千葉県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

鳥取県

11/13

島根県

広島県

山口県

福岡県

東京都

神奈川県

長野県

岐阜県

三重県

滋賀県

徳島県

宮崎県

鹿児島県

岩手県

愛媛県

長崎県

大分県

青森県

岡山県

北海道

宮城県

熊本県

沖縄県

4/4

14/14

4/5 1/1

高齢化率

高い 低い
2 1

福井県

山梨県

宮崎県

和歌山県

2/2 1/2

減少 増加

表―２：決定木分析(ID3)による推計結果

増加 減少 合計
増加 8 3 11

減少 2 34 36

合計 10 37 47

  正判別率：89.36%

実
績
値

ID3
推計値

2019 2020 2021 変化 2019 2020 2021 変化

北海道 152 144 120 D 滋賀 57 49 37 D

青森 37 28 29 B 京都 55 49 51 B

岩手 45 46 35 C 大阪 130 124 140 B

宮城 65 44 42 D 兵庫 138 110 114 B

秋田 40 37 28 D 奈良 34 25 39 B

山形 32 30 24 D 和歌山 33 18 31 B

福島 61 57 49 D 鳥取 31 17 19 B

茨城 107 84 80 D 島根 25 18 10 D

栃木 82 60 56 D 岡山 75 62 57 D

群馬 61 45 50 B 広島 75 71 70 D

埼玉 129 121 118 D 山口 45 42 34 D

千葉 172 128 121 D 徳島 41 20 32 B

東京 133 155 133 C 香川 47 59 37 C

神奈川 132 140 142 A 愛媛 42 48 50 A

新潟 93 64 47 D 高知 33 34 25 C

富山 34 26 29 B 福岡 98 91 101 B

石川 31 40 26 C 佐賀 34 33 23 D

福井 31 41 26 C 長崎 33 34 27 C

山梨 25 21 32 B 熊本 69 46 39 D

長野 65 46 45 D 大分 41 43 36 C

岐阜 84 43 61 B 宮崎 39 36 30 D

静岡 101 108 89 C 鹿児島 61 53 47 D

愛知 156 154 117 D 沖縄 36 22 26 B

三重 75 73 62 D 計 3,215 2,839 2,636

都道府県 都道府県
交通事故死者数 交通事故死者数

A 神奈川* 愛媛* A 増加増加

青森 群馬 富山 山梨* 岐阜 B 減少増加

京都 大阪* 兵庫 奈良* 鳥取 C 増加減少

徳島 福岡* 沖縄 D 減少増加

岩手 東京 石川 福井 静岡

香川 高知 長崎 大分

北海道 宮城 秋田 山形 福島

茨城 栃木 埼玉 千葉 新潟

長野 愛知 三重 滋賀 島根

岡山 広島 山口 佐賀 熊本

宮崎 鹿児島

B

C

D

*：2021年の死者数が2019年より大きい
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2年連続増加しているパターン(A)は神奈川・愛媛の 2県

である。また、2021年において2019年(コロナ禍前)より死

者数が増加しているのは、Aの2県に加え山梨・大阪・奈

良・福岡の1府5県となった。 

都市部では、コロナ禍により公共交通から自動車に転換

し、運転に不慣れなドライバーの増加や、感染拡大による

交通量の減少が、速度超過などを引き起こし重大事故につ

ながったと考えられる。一方で地方部は、比較的運転に慣

れているドライバーが多く、感染拡大による交通量の減少

下においても、安全運転を心がけている地域においては交

通死亡事故が減少したと考えられる。 

４． 自転車交通に関する課題 

現在わが国では、自転車活用推進法などから自転車利用

の促進を進めている。先述のように、コロナ禍においては

パーソナルモビリティへの転換の一環として、自転車の利

用が全般的に増加している。 

図―６にコロナ禍以降の自転車利用頻度の変化を示す。 

図―６ コロナ禍における自転車利用頻度の変化 

(出典：au損害保険株式会社) 

au損害保険株式会社によると、2020年9月に全国の自転

車利用者 1000 人に行った調査で、コロナ禍以降に自転車

利用が増加した割合が23.9%であることがわかった(2。また、

自転車利用の増加要因として「感染リスクの回避」と「外

出自粛による運動不足の解消」が主に挙げられている。 

また、図―７にコロナ禍前後における地方別自転車販売

台数の推移を示す。 

図―７ 地方別1店舗当たりの自転車販売台数の推移 

(出典：一般社団法人自転車産業振興協会) 

新型コロナウイルス感染拡大後の2020年において、前年

より販売台数が増加したのは北海道・東北・関東地方のみ

で、必ずしも全国的に販売台数は増加していない 8)。一方

で、西日本地域では販売台数がコロナ禍前より減少してい

る。すなわち、既に所有している自転車の利用など、潜在

的な自転車交通の増加要因があると考えられる。 

コロナ禍における自転車交通の増加の一方で、自転車に

よる交通死亡事故も相対的に増加している。 

図―８に自転車交通事故死者数の経年的変化を示す。 

図―８ 自転車事故死者数の推移(2011年～2021年) 

(出典：警察庁交通局) 

経年的には自転車交通事故死者数は減少傾向にあること

がわかる 9)。一方で、2020年にはコロナ禍に関係する道路

交通事故件数（総数）は減少している。したがって、自転

車交通の増加により、道路交通事故死亡者数に対する自転

車交通事故死者数の構成割合が一時的に増加している。 

また、図―９に2020年におけるコロナウイルス感染者割

合と同年の自転車事故死者数との相関関係を示している。 

図―９ 自転車事故死者数と感染者割合の関係(2020年) 

具体的には、東京都や大阪府など大都市圏において、感

染者割合に対して自転車事故による死者数が、その他の地

域と比べ多く観測されている。大都市圏においては、感染

者の増加で自転車利用が増加しており、その他の地域とは

異なった傾向が観測されている。 

また、図－１０に自転車における交通違反件数の経年的

変化を示す。 
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図―１０ 過去10年における自転車の交通違反取締件数 

この 10 年間において自転車による交通違反は増加して

いる。すなわち、自転車交通の需要増加に伴って違反件数

は増加傾向にある。そのため、自転車交通量が現在の状態

のまま増加していく場合、自転車による交通事故はさらに

増加すると考えられる。したがって、自転車利用者に対し

て、交通ルールの徹底が必要であると考えられる。 

５． おわりに 

本研究は、コロナ禍における生活様式変化と関連する都

市交通問題の変化に関する考察を行った。本研究における

基本的な研究成果は以下のように整理できる。 

１. 世界的なコロナ禍における都市交通に関する報道・統

計から得られる課題を整理した。代表的な都市交通問

題が抽出され、なかでもわが国においては、公共交通

問題の中心的課題として都市鉄道問題があり、すでに

鉄道経営を中心に各種の対応策が検討されていること

がわかった。 

２. つぎに、コロナ禍の特徴的な都市交通問題として道路

交通事故（死者数）について考察を行った。なかでも

コロナ禍による「道路交通量減少―交通事故件数減少」

に対して交通事故死亡者数増加（都県）に関する変化

メカニズムに関して、基礎的考察とモデル分析を実行

した。この結果、大都市圏と郊外部での交通事故発生

の相違点が明確となった。 

３. 同様に、コロナ禍の特徴的な都市交通問題である自転

車交通の増加について考察を行った。自転車事故死者

数は経年的な減少傾向にあるものの自転車交通量増加

に伴う、交通違反数の増加・自転車事故件数の増加が

観測されており、自転車交通環境が諸外国と相違する

わが国において、慎重な今後の対応が期待される。 
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南海トラフ地震の津波想定地域における商業店舗立地の変遷に関する研究 

－和歌山県海南市・田辺市・串本町を事例として－ 

龍谷大学大学院政策学研究科  杉山 和則 

龍谷大学政策学部  石原 凌河 

1.はじめに 

1-1研究の背景と目的 

現在、南海トラフ地震の津波想定地域では、東日本大震

災や2012年の新想定の発表により、公共施設や住宅、企業

等の浸水域から高台への移転が政策的及び自主的なかたち

で進んでいる。 

そうしたなか、和歌山県(2018)1)が県内市町村に向けて策

定した「復興計画の事前策定の手引き」では、具体的に考

えるべき事項として、商業エリアは役割や利便性を考慮し

浸水の有無に関わらない配置の検討が挙げられている。た

だ、計画策定が求められる沿岸地域の商業は近年衰退傾向

にあり、商業が担っている役割も変化していると考えられ

るため、その変化の実態を踏まえた計画策定が必要である。 

また、野呂(2016)2)は地域の象徴的な施設である公共施設

などの高台移転が浸水域との分断を招くと指摘し、都市環

境デザイン会議復興の姿研究会(2017)3)が実施した職員向

けの津波防災地域づくりワークショップでもこれまでの中

心市街地活性化の取り組みとの相反など防災とそれ以外の

要素の調整が難しいことを自治体職員が述べたことが記載

されている。これらの指摘の通り、中心市街地の大半が浸

水域に含まれる自治体では、中心市街地の商業の実態を踏

まえることは重要な問題だと考えられる。 

本研究では、南海トラフ地震による津波想定地域の中心

市街地を対象とし、商業店舗の立地とその業種の面に着目

し、それらの変遷を定量的に把握することを目的とする。 

1-2先行研究の整理と本研究の位置づけ 

南海トラフ地震による津波想定地域の事前復興に着目し

た先行研究には、事前復興計画の策定プロセスや住民の高

台移転に対する意向を分析した研究が蓄積されている。産

業に着目した先行研究では木多・安藤(2015)4)の和歌山県す

さみ町の事業所を対象とした調査で事業再開への対策実態

を明らかにし地域内の事業所の協力関係を形成する場の設

定を提示した研究はあるものの、商業を対象とした事前復

興に関する研究、産業立地の変遷や業種に着目した研究は

みられない。 

1-3調査の方法 

研究対象地域の中心市街地に立地する商業店舗の特徴を

整理するため、主にゼンリン住宅地図(1)を利用して中心市

街地に立地する商業店舗を特定し(2)、以下の 2 点の方法で

その特徴を整理した。また、本研究で商業店舗として抽出

した店舗と代表的な業種は表1に示している(3)。 

調査① 立地変遷と業種構成 

商業店舗の立地は、2010/2011年時点の立地を起点とし

て、2019/2021年時点の立地との比較から把握した。その

際に、「継続立地」「廃業もしくは中心市街地から移転（以

下「廃業・移転」とする。）」「新規立地」の3パターンに

分類することで、立地変遷の詳細について分析する。「継

続立地」は2010/2011年時点・2019/2021年時点で地図上

の同じ位置に立地する場合、もしくは中心市街地内で移転

が確認できた店舗を振り分けた。「廃業・移転」は、2010/

2011年時点で立地していた店舗で、2019/2021年の住宅地

図上で同じ位置に店舗が無く、中心市街地内での移転も確

認できなかった場合に振り分けた。「新規立地」は2010/2

011年時点に中心市街地内に店舗名が無く、2019/2021年

時点で初めて確認できた店舗を振り分けた。業種は、住宅

地図に記載されている店舗名の表記から判断した。また、

店舗名からの類推が難しい店舗は、店舗のサイトや各地域

の商店街サイトに記載がないか確認し判断した。 

調査② 1980年から続く商業店舗の存続状況 

2010/11 年時点の商業店舗で、1980 年頃から中心市街地

で営業を続ける商業店舗を把握し、2019/21年時点の「継続

立地」「廃業・移転」の店舗数とその業種の特徴を明らかに

する。1980年から営業を続ける店舗は、2010/11年と2019/21

年時点で30~40年ほど営業を続けていることになり、地域

性を担う重要な店舗が多いと考えられる。また、後継者問

題などの経営課題を抱えていることが推察されること、長

年営業してきた沿岸部からは離れにくいといったことが報

道されていること 5)などから、存続状況を把握しておくこ

とは被災後の商業のあり方を検討するうえで意義があると

考えられるため、調査に加えた。 

2.事例地域の選定理由と対象範囲について 

本研究では、和歌山県の海南市・田辺市・串本町を分析

対象の地域とする。選定理由は、3 市町とも市街地部分の

表1：本研究における商業店舗 

業種分類 店舗名から該当すると判断した店舗 

食料品系 精肉店、鮮魚店、青果店、果物店、豆腐店、酒

店、パン屋、コンビニエンスストア、スーパー

マーケットなど 

買回り品

系 

衣料品店、呉服店、家電店、宝石店、薬局、書

店、畳店、リサイクルショップ、人形店、仏壇

店、写真店、ホームセンター、ドラックストア、

家電量販店、携帯ショップなど 

サービス

系 

学習塾、理容室・美容室、クリーニング店など 

医療系 診療所、整骨院、歯科、内科など 

飲食系 カフェ、レストラン、居酒屋、スナックなど 
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大半が津波想定エリアであり、海南市は2017年、串本町は

2021 年、田辺市は 2023 年（予定）に、行政庁舎の高台移

転などの対策が実施されている。また、海南市と田辺市は

和歌山県内でも商業の集積規模が大きい都市であり、串本

町も古くから漁業で栄えてきたことで一定の商業集積がみ

られるため、研究対象として妥当と判断した。 

 海南市の中心市街地の範囲は、立地適正化計画で都市機

能誘導区域として設定されている範囲とした 6)。田辺市の

中心市街地の範囲は、中心市街地活性化計画で定められて

いる範囲を参照した 7)。串本町の中心市街地は、町内で唯

一、商店などの集積がみられた串本地区とした 8)。 

3.調査結果 

3-1 直近10年間の中心市街地における店舗立地の変遷 

2010/11 年から 2019/21 年の店舗立地の変遷を図 1 に示

す。3 自治体の総店舗数の変化をみると、海南市中心市街

地は、2011 年時点の 376 店舗から 2021 年には 297 店舗

（21％減少）へ減少していた。田辺市中心市街地の店舗総

数は、2010 年時点の 666 店舗から 2021 年には 495 店舗

（26％減少）へ減少した。串本町中心市街地の店舗総数は、

2010年時点の 375店舗から 2019年には 296店舗（21％減

少）へ減少した。3自治体とも2010/11年と比較して、2019/21

年時点の商業店舗は2割ほど減少し、約8割の店舗数とな

っていることが確認できた。 

次に、3自治体の「継続立地」「廃業・移転」「新規立地」

のパターンごとの店舗数の変化について述べる。 

2010/11年から「継続立地」する店舗が占める割合は、海

南市で376店舗中245店舗(65％)、田辺市で666店舗中443

店舗(67％)、串本町で 375店舗中 264店舗(70％)だった。3

自治体とも 2010 年時点で中心市街地に立地していた店舗

のうち約7割が継続立地していたことが確認できた。 

2010/11年から「廃業・移転」店舗は、海南市で376店舗

中131店舗(35％)、田辺市で666店舗中219店舗(33％)、串

本町で375店舗中111店舗(30％)となった。3自治体とも約

3割の店舗が10年間で廃業もしくは中心市街地から移転し

たことが確認できた。 

2010/11年から2019/21年の間に、3自治体の中心市街地

に新規立地した店舗数は、海南市で 52 店舗、田辺市で 52

店舗、串本町で32店舗が確認できた。串本町中心市街地で

の新規立地店舗数は、他2自治体と比べて少ない結果とな

った。 

3-2 自治体別の業種構成の変化 

自治体ごとの 2010/11 年と 2019/21 年の 2 時点の業種構

成を図2、図3、図4に示す。 

業種ごとの増減を見ると、店舗数が増加した業種は海南

市で医療系が1店舗増加しているのみで、それ以外の業種

は、3 自治体の中心市街地とも減少傾向にあることが確認

できた。また、店舗数自体は減少しているものの、業種構

成の割合では海南市が買い回り品系や医療系、田辺市で飲

食系、串本町でサービス系と医療系の割合が増加している

ことがわかった。 

3-3 立地パターンごとの業種構成 

3-3-1 継続立地する商業店舗の業種構成 

3 自治体の中心市街地で、2010/11 年との比較で 2019/21

年時点に継続立地している店舗の業種構成を図5に示す。   

海南市中心市街地に継続立地している245店舗中買い回

り品系が84店舗(33％)、田辺市中心市街地に継続立地して

いる443店舗中が145店舗（33％）、串本町中心市街地に継

続立地している 264店舗中 100店舗（38％）と、3自治体

とも買い回り品系店舗の継続立地が最も多く、継続立地店

舗全体の3～4割を占めることが確認できた。また、3自治

体とも次いで飲食系店舗の継続立地が多い。 

3-3-2 廃業・移転した商業店舗の業種構成 図1:海南市・田辺市・串本町の店舗立地の変遷と店舗数 

          

     

     

    

          

          

     

    

          

          

     

    

          

          

図2:海南市の2時点の業種構成 

図3:田辺市の2時点の業種構成 

図4:串本町の2時点の業種構成 
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 3 自治体の 2019/21 年時点で廃業した店舗の業種構成を

図6に示す。 

海南市で廃業した148店舗中飲食系が55店舗(37％)、田

辺市では廃業した232店舗中飲食系が78店舗（34％）、串

本町では飲食系が廃業した119店舗中50店舗（42％）と、

3 自治体とも飲食系店舗の廃業が最も多く、廃業店舗全体

の3～4割を占めることが確認できた。また、3自治体とも

次いで買い回り品系店舗の廃業が多い。 

3-3-3 新規立地した商業店舗の業種構成 

 3 自治体の中心市街地で、2010/2011 年時点との比較で

2019/21 年時点に新規立地している店舗の業種内訳を図 7

に示す。 

海南市で新規立地した52店舗中、飲食系が21店舗(40％)、

田辺市では飲食系が52店舗中43店舗（83％）、串本町では

飲食系が 32店舗中 17店舗（53％）となり、3自治体とも

新規立地が最も多かった業種は飲食系であることが確認で

きた。その他の業種の新規立地数は、自治体によってばら

つきがみられ、海南市と串本町では買い回り品系、田辺市

ではサービス系となった。 

3-4 1980年から続く商業店舗の存続状況 

 1980年から続く店舗の店舗数と2010/11年時点に立地し

ていた店舗に占める割合を図8に示す。 

 その結果、海南市が376店舗中130店舗（35％）、串本町

が 375店舗中 129店舗(34％)と 3割ほどの存続状況にとど

まっていた結果に対して、田辺市は 666 店舗中 291 店舗

（44％）と比較的高い傾向がみられた。また、図9の2019/21

年時点の総店舗に占める割合をみると、海南市は29％に減

少しているが、田辺市と串本町ではほとんど変化がみられ

ないことが確認できた。 

 図 10には、3自治体の 1980年から営業を続ける店舗を

2019/21年時点の「継続立地」「廃業・移転」に分類して示

している。その結果、3 自治体とも半数以上の店舗が継続

立地しており、田辺市は215店舗（74％）、串本町は98店

図5：「継続立地」店舗の業種構成 

図6：「廃業・移転」店舗の業種構成 

図7：「新規立地」店舗の業種構成 
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図8:1980年から続く店舗が2010/11年時点の店舗に占める割合 

図9:1980年から続く店舗が2019/21年時点に占める割合 
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図10: 1980年から営業が続く店舗の直近10年の存続状況 

図11:1980年から続く店舗の「継続立地」店舗の業種内訳 

図12:1980年から続く店舗の「廃業・移転」店舗の業種内訳 
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舗（76％）となっている。 

また、図11には、図10で示した「継続立地」店舗の業

種内訳を示している。その結果、3 自治体とも買い回り品

系が最も多いことがわかった。ただ、海南市と田辺市は飲

食系が次いで多い一方で、串本町では食料品系が多い結果

となった。図12には図10で示した「廃業・移転」店舗の

業種内訳を示している。「廃業・移転」店舗でも、3自治体

とも買い回り品系の廃業が最も多い一方で、海南市では飲

食系、田辺市では食料品系とサービス系、串本町では飲食

系の廃業が多いなど地域差がみられることがわかった。 

4.まとめ 

4-1 本研究で得られた知見 

 本研究では、中心市街地の大半が浸水区域に含まれ、庁

舎移転などが実施されている海南市・田辺市・串本町を事

例として、商業店舗の立地とその業種の変遷に着目し、中

心市街地の商業の実態を定量的に把握した。その結果、以

下の点が明らかとなった。 

1) 2010/11年から2019/21年の約10年間の間で、既に3自

治体の中心市街地の店舗数は8割ほどに減少している。 

2) 各中心市街地の業種ごとの変化では、海南市の医療系を

除き、全業種で減少傾向にある。 

3) 直近 10 年間で廃業もしくは中心市街地から移転した店

舗は3自治体とも飲食系が多かったが、新規立地がみら

れる業種も飲食系であった。 

4) 1980 年から続く店舗は、3 自治体とも 2010/11 年と

2019/21 年ともに 3~4 割を占めており、その 7 割前後の

店舗が直近10年間も立地を続けていることがわかった。 

5) 1980 年から続く店舗の業種内訳では、買い回り品系の

「継続立地」「廃業・移転」が3自治体ともに最も多いも

のの、次に多い業種には自治体差がみられた。 

4-2 考察

本研究で得られた知見を踏まえた考察を2点述べる。 

1 点目は立地の変遷に着目した考察である。3 自治体と

もに、直近 10 年間で総店舗数が減少しており、そのうち

1980年から続く店舗が3,4割を占めることからも、今後も

中心市街地の空洞化が進むだけでなく、南海トラフ地震に

よる被災前からその地域独自の商業店舗が減少していくこ

とが想定される。加えて、3 自治体とも飲食系での廃業が

多いことが確認できた一方で、3 自治体の新規立地の多く

は飲食系である。津波リスクを踏まえつつ、現在立地する

店舗の継続への支援や飲食系以外の新規立地を進める施策

の検討が必要である。 

2 点目に各自治体中心市街地における業種の特徴に着目

した考察である。長年地域で営んできた商業店舗の存続状

況では、自治体によって業種の差がみられた。3 自治体と

も買い回り品系が最も多く、海南市と田辺市では次に飲食

系が多い結果であった。この2業種は、各自治体の中心市

街地の商業の地域性を担うような業種である。そのため、

平時から中心市街地での継続に向けた行政の支援や被災後

も中心市街地で本設再建できるような仮設施設の検討が必

要である。また、2自治体と比べ、串本町では1980年から

続く食料品系の存続が多い結果となった。食料品系は地域

住民の日常生活と密接な関わりを構築して営まれてきた店

舗が多いと推察される。その関係性や利便性を喪失させな

いために発災前後に関わらず、住宅の高台移転を実施・検

討するうえで、食料品系店舗の移転等も考慮する必要が考

えられる。 

4-3 今後の課題 

 定量的な把握だけでなく、空間的な変化も調査し、中心

市街地内の通りやエリアごとの特徴などの考察を行うこと

が今後の課題である。 

補注 

(1) 調査に使用したゼンリン住宅地図は、海南市が1982年・2011年・2021

年、田辺市が1983年・2010年・2021年、串本町が1981年・2010年・

2019年の3時点で、それぞれ最新年度とその10年前、1980年に近い発

刊年の地図を収集した。 

(2) 本研究の対象となる商業店舗として、ビルのテナントは抽出していない。

ゼンリン住宅地図では、ビルの場合は地図にビル名が表示されるのみで、

内部のテナント名は別記として巻末に掲載される。しかし収録の目安と

なる建物の階数や内容は地域により異なること、本研究では現状ではな

く過去の住宅地図との比較を主とした変遷調査のため、現地調査では補

いきれず、地図内で抽出可能な店舗のみを対象とした。 

(3) 商業店舗の分類は精肉店等の食料品系、呉服店や薬局等の買い回り品系、

美容室等のサービス系、診療所等の医療系、飲食系とした。サービス系、

医療系は、住民の生活に密接に関わる業種、賑わい創出に寄与する店舗

と考えられるため商業店舗に含めた。 
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地下街での出口封鎖と引きつれによる避難誘導方策の効果分析 

－マルチエージェントシミュレーションを用いて－ 

大阪工業大学大学院工学研究科 本井 響貴 
大阪市港湾局 渋谷 優太 
中央復建コンサルタンツ株式会社 髙田 悠斗 
大阪工業大学工学部 山口 行一 

１. はじめに 

近年、地下街は大規模化・複合化が進み、様々な人々が

多数訪れている。このような、都市にとって重要な空間は、

大規模地震による津波や異常気象による浸水などへの防

災・減災対策を様々な視点から検討する必要がある。災害

発生時において迅速かつ安全に避難誘導を行うためには、

災害発生時の状況を事前に把握し、最適な避難行動計画を

策定することは重要である。しかし、多くの人々が行き交

う地下街で、災害を想定した実験を行うことは現実的でな

い。したがって、コンピュータを用いたシミュレーション

による、避難行動の分析が有効な手段であると考えられて

いる。 
災害発生時の避難者は、様々な要素を持った個人であり、

異なった個別の要素を持つ複数の避難者と互いに影響を及

ぼしあって、全体の避難行動が構成されていると考えられ

る。このような現象に対して、各個人をエージェントとし

て捉え、個々のエージェントにルールを与え、システム全

体の現象を捉えようとする手法にマルチエージェントシミ

ュレーション(以降、MAS)がある。 

 避難行動に関する既往研究には、地下街における避難指

示の方法による影響を分析した研究 1)や、緊急地震速報の

影響をうけた場合のシミュレーション 2)などがあり、蓄積

がすすんでいる。一方で、災害発生時において待ち行列に

ついては、停電などがスイッチとなりパニックがおこる可

能性もある。例えば、待ち行列による二次災害 3)が研究さ

れているが、さらに分析が必要と考えている。 
 そこで本研究では、MASを用いて避難シミュレーション

モデルを構築し、待ち行列をコントロールする避難誘導方

策の効果を分析することを目的とする。避難誘導方策は多

様な方法があるが、ここでは、「待ち行列を構成している

来街者の一部を別の出口に引きつれて誘導する避難誘導

(以降、引きつれ法とする)」と「待ち行列を構成する可能性

のある出口の封鎖(以降、出口封鎖とする)」とする。 

２. 対象地域(1) 

対象地域は、大阪梅田地下街を模した仮想空間とする 
(図－1参照)。実在の大阪梅田地下街を模した理由は、複数

の地下街・地下道(6施設)、鉄道駅(5駅)、接続ビル(51 施設)
が接続し、大規模かつ複雑な形状になっていることと 4)、

シミュレーションで用いる来街者の避難意識はアンケート 

図－1 対象地域 

調査の結果を反映するが、回答者にとって実在する空間の

方がイメージしやすいためである。南海トラフでの地震が

発生すると、大阪市沿岸には、最短で1時間50分後に津 
波が到達し、対象地域には、2時間30分後に津波が到達す

ると予測されている 5)。 

３. 避難行動シミュレーションの構築 
（１）シミュレーションの概要 
 本研究では、MASのプラットフォーム「artisoc」(株式会

社構造計画研究所)を用いて、避難の様子を表現するシミュ

レーションモデルを構築する。シミュレーションモデルの

空間表現形式は、「セル空間表現」を用いる 6)。セル空間表

現とは、対象とする二次元空間をグリッドに分割し、分割

したものをセルと呼び、分割されたひとつのセルに存在す

るエージェントが、別のセルに移動することで避難行動を

表現する形式である。 
本研究では、対象地域を参考にした仮想空間を1.2m×1.2 

m のセルで表現した(2)。次に、地上へ直接出られる階段や

地下街に接続する店舗の出口ごとに、出口までの距離(以降、

ポテンシャル値)を、セルに設定した「ポテンシャルマップ」

を作成する。ポテンシャルマップは、出口のセルの値を「0」

■ 既知のビル 
☐ 津波避難ビル 
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として設定し、出口から1セル離れる度に「1」大きい値を

セルに設定する。来街者であるエージェントは、発災時に

いるセルの場所から、避難する出口を決めてポテンシャル

値が小さい方に1秒で1セル移動していく形式でシミュレ

ーションを行う。なお、来街者はシミュレーションごとに

ランダムに発生させる。 
本研究では、避難者数を2,000人から13,000人まで、1,000

人刻みの 12 パターンを対象とするが、避難完了時間など

の結果はパターンごとに 10 回ずつシミュレーションを行

った平均を用いている。 
（２）シミュレーションの前提条件 

エージェントの通常時の避難歩行速度は 1.2m/s である。

階段移動時の避難歩行速度は、0.6m/s とするために階段出

口のセルにて1秒停止させ2秒で1セル移動することで表

現する(2)。避難先となる出口数は、地下街に接続しているビ

ルの出口と地上へ直接出られる階段は247 カ所あるが、災

害時は、接続ビルも出入り口を閉鎖することから、地上へ

の階段が 146 カ所と津波避難ビル(3)3 棟 5 カ所の合計 151
カ所とする。エージェントとしては、接続ビルから地上へ

出ようとする意識があることから、接続ビルへは向かえる

ものの、閉鎖していることを知って、近くの階段から地上

に出ることになる。津波避難ビルの地下街からの避難者受

け入れ数は、地上からの避難者を考慮して、大阪市の公表

値の50％を上限として、上限に達するとそれ以上は受け入

れることができない設定とした。 
（３）発災から避難完了までの流れ 
 まず、対象地域内に避難者をランダムに発生させる。発

災後、避難者は各々が避難先として接続ビルの出口あるい

は地上への階段を選択する。接続ビルの出口へと向かう場

合は、その出口のポテンシャルマップを選択し、地上への

階段へと向かう場合は、自身から最寄りの地上への階段ポ

テンシャルマップを選択して、避難を開始する。そして、

出口に到達すると避難は完了する。避難者は毎秒ごとに、

自身のセルを中心とした周囲8セルの中からポテンシャル

値が最小のセルへと移動する。ただし、8 セルの中に別の

避難者がいる場合にはそのセルは選択しないものとする。

また、そのセル以外で自身がいるポテンシャル値よりも小

さいポテンシャルが存在しなければ、一時停止する。ここ

で、同時に複数の避難者が同じセルを選択した場合には、

その避難者は同じセルへと移動して、同時に1セルに複数

の避難者が存在することとなる。 

（４）避難者に与えるルールの設定(5) 
 避難者の避難先選択は、以前調査した結果から、自身か

ら一番近い最寄りのビルへと避難する場合と、避難者がか

つて訪問したことがあるなどで予め知っているビル（以降、

既知ビルとする）へと避難する場合に分けることとし、53％
が最寄りのビル、47％が既知のビルを選択するとした。こ

こで、調査で回答のあった既知のビル13棟は図－1に示す

とおりで、既知のビルを選択した避難者は、選択した既知

のビルを避難先として目指す。次に、調査結果より、避難 

図－2 避難行動シミュレーションの様子 

者の避難先への経路選択割合は、いち早く地上に出てから

避難する経路が 77.6％で、地下のみを使用する経路が

22.4％と設定した。次に、出口周辺で発生する出口の混雑

は、避難者が、出口のセルから 90 セル内に侵入してから

180 秒以内に出口に到達しない場合、出口が混雑している

と判断して、出口を変更する。新たに目指す出口は、出口

を変更する際の自身の位置から最寄りの出口とする。 

４．避難誘導の方策と設定 

（１）避難誘導の方策 
避難誘導方策は、出口周辺での待ち行列発生を抑制して、

地下街全体で避難者を平準化するために、待ち行列の多い

出口から待ち行列の少ない出口へと避難者を誘導すること

で、待ち行列の解消を意図する。誘導なしの場合、引きつ

れ法の場合、出口封鎖の場合の３種類でシミュレーション

を行い、待ち行列の発生状況を把握する（図－2参照）。 
（２）避難誘導の設定 引きつれ法 
引きつれ法では、出口前で待ち行列が100 人以上に達し

たときに、待ち行列発生出口へ誘導員が向かい、誘導員か

ら半径6セルにいる避難者を、待ち行列の少ない最寄りの

出口へと引きつれる誘導方策である。ここで、引き連れて

誘導する先となる出口は、誘導を開始する時点で、待ち行

列が 33 人以下（誘導員が誘導を始める待ち行列が 100 人

の3分の1と設定）の最寄り出口とする。 

（３）避難誘導の設定 出口封鎖 
 出口封鎖では、誘導なしの場合のシミュレーション結果

で把握した待ち行列人数が多い出口の上位 5％でかつ出口

幅が2セル以下を封鎖し、避難者が到達した場合、別の出

口（出口幅が3セル以上）へ誘導するものである。上位5％
で3セル以上の出口幅がある出口を開放した理由は、待ち

行列が発生してもその解消に対応できると考えたことと、

複数の出口を封鎖することになるので、誘導先の出口で大

きな待ち行列が発生することを避けるためである。 
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５．避難誘導が群衆避難に与える影響の分析 

（１）避難誘導方策別にみた人数別の避難完了時間 

図－3 に、避難誘導方策別でみた避難者人数ごとの避難

完了時間を示す。すべての誘導方策において、避難者数が

増えると、避難完了時間が遅くなることが確認できた。今

回の条件では、待ち行列の影響が大きくなるのは10,000 人

程度からと考えられ、それ以上の避難者となると、引き連

れ法の効果が確認できる。例えば、避難者数を10,000人と

した場合、誘導なしの場合、22 分 36 秒、引きつれ法の場

合、21分53秒、出口封鎖の場合、25分20秒となった。ま

た、避難者数を11,000 人とした場合、避難完了時間は、誘

導なしの場合、26分39秒、引きつれ法の場合、23分18秒、

出口封鎖の場合、27分40秒となった。 
（２）避難誘導方策別にみた時間の推移と避難完了率 

 図－4に、避難者数が10,000 人の場合の避難誘導方策別

にみた時間の推移と避難完了率(=避難完了者数/避難者数)
を示す。避難完了率が90％に達する時間は、誘導なしで7

分32秒、引きつれ法で6分16秒、出口封鎖で7分5秒と

なっており、引きつれ法、出口封鎖の効果が確認できた。

一方、避難完了率が100％に達する時間は、誘導なしで22
分36秒、引きつれ法で21分53秒、出口封鎖で25分20秒
となっており、避難者の残り 10％が避難を完了するのに、

約15分かかっていることがわかった。 

（３）100人以上の待ち行列が発生した出口数 

 図－5に、来街者10,000 人における100人以上の待ち行

列が発生した出口番号を示した。誘導なしの場合では17カ
所、引きつれ法の場合では16カ所、出口封鎖の場合では11
カ所となった。出口封鎖は、特に待ち行列が発生すること

が予測される出口を封鎖し、付近の出口に移動させている

ので、混雑している出口数としては少なくなっている。 
（４）100人以上待ち行列が発生した出口の待ち時間 

 図－5に、来街者10,000 人における100人以上の待ち時

間を示す。誘導なしの場合の平均は2分4秒、引きつれ法

の場合の平均は1分13秒、出口封鎖の場合の平均は55秒
となった。出口封鎖を用いると、閉鎖した出口付近に避難

者は誘導され、誘導先の出口では、待ち行列が少なくなっ

ていることも確認できた。 
（５）引きつれ法による誘導員数 
 10,000 人における引きつれ法に必要な誘導員人数は、平

均で 17.2 人であり、全誘導回数は 38.5 回であったことか

ら、誘導員一人あたり平均は2.2 回である。出口番号32、

45は、7回の誘導を行っていた。 
（６）最大待ち行列発生人数 
 図－6 に、10,000 人における最大待ち行列発生人数を示

す。誘導なし、引きつれ法、出口封鎖のすべての場合で、

避難開始してまもなく最大待ち行列のピークを迎え、徐々

に減少していくことがわかった。最大待ち行列発生人数は、

誘導なしの場合5,171 人、引きつれ法の場合5,154 人、出口

封鎖の場合3,795 人となった。 
（７）待ち行列 

図－3 人数ごとの避難完了時間の変化 

図－4 時間の推移と避難完了率（来街者10,000人） 

図－5 待ち行列発生場所の比較（来街者10,000人） 

来街者数を10,000 人とした場合を中心に、待ち行列につ

いて考察する。誘導なしの場合、待ち行列が発生する出口

数や待ち時間も最も大きく、また、最大の待ち行列発生人

数も多い。避難完了時間の観点からは、現在の条件では、

避難者がランダムに地下空間に発生し、最寄り出口ではな

く、発災時の避難者がいた場所から遠くの既知のビルを選

択した場合に、避難完了までの時間がかかってしまってい

ることも確認でき、その後待ち行列が発生している場合も

あった。 
引き連れ法については、今回の条件では、待ち行列を平 
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図－6 最大待ち行列発生人数（来街者10,000人） 

準化する点で効果があったと考えられる。待ち行列の発生

場所や待ち時間、最大待ち行列の人数も誘導なしより低く

なっている。引きつれるタイミングが、待ち行列が発生す

るタイミングである点も、来街者全体でみると避難完了時

間の短縮に効果があったと考えられる。 
出口封鎖については、誘導なしと引き連れ法に比べ、避

難完了時間が、最も遅くなっているが、待ち行列の発生場

所数や待ち時間は短く、また最大待ち行列発生人数も少な

い。これは、多くの人が向かうであろう出口が閉鎖されて

いたことで、別の出口に向かう避難者と遅れてその出口に

向かう避難者と衝突が起こり滞留が発生していたことや既

知のビルに避難しようとした人がその衝突に巻き込まれ、

移動時間が長くなったりしたことが原因である。 

６．おわりに 

本研究では、大阪梅田地下街を参考とした仮想空間にお

いて、マルチエージェントシミュレーションモデルを構築

し、避難誘導方策の効果を分析した。結果を以下に示す。 
・今回の条件では、引きつれ法が、出口封鎖の場合や誘導

なしの場合と比べ、避難者数が多い場合において、避難

完了時間短縮の効果があることを明らかにできた。 

・発災後の時間の推移と避難完了率をみると、避難完了時

間を短縮するには、待ち行列の対応が必要と言うことを

改めて確認できた。 
・待ち行列の観点からは、出口封鎖を行うと待ち行列の発

生場所や待ち時間、最大の待ち行列の人数が、誘導なし、

引き連れ法よりも抑えられることがわかった。 

・引き連れ法は、出口ごとに待ち行列が長くなったタイミ

ングで誘導を行っていたことから、避難者の移動につい

ては、誘導なしと大きな差は無く、待ち行列を出口ごと

に平準化する点で効果があった。 
・出口封鎖については、待ち行列の発生場所や待ち時間を

抑える点で効果がみられたが、避難完了時間が遅くなっ

た。シミュレーションの結果を分析すると、混雑が予想

される出口を常時閉鎖したことで、発災後多くの人が当

該出口に向かった後、封鎖されていることから、別の出

口に移動しようとすると、遅れて当該出口に向かう人と

衝突して滞留が発生したり、遠くに既知のビルに移動し

ようとした来街者を滞留が巻き込んだりすることにより、

移動に混乱が生じていたことがわかった。 
・避難誘導方策の効果については、避難完了時間や待ち行

列の観点から確認できただけでなく、移動中の避難者ど

うしの衝突などの混乱を確認できたことで、避難完了時

間や待ち行列が発生する出口数だけでなく、避難者の移

動についても検討する必要があることがわかった。 
今後の課題には、今回、引きつれ法の効果が確認でき

たが、実際の災害においては、誘導員を配置が可能か、待

ち行列の発生をどのように把握するか、停電などの不測

の事態や混乱が起こった場合の対応なども含めて十分な

検討を行う必要がある。また、シミュレーションモデル

の観点からは、車椅子やベビーカー利用者などの移動に

ハンデをもつエージェントの導入や、グループで行動し

避難するエージェントの導入などの検討が挙げられる。

避難誘導方策の観点からは、今回検討した方策以外の方

策やそれらの組合せについても検討が必要と考えられる。 
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【補注】 
(1)本研究で得られた成果は、避難誘導方策の検討を目的とし、記載した

条件でシミュレーションを行った結果である。実際の大阪市梅田地下街

に関わる各団体の防災計画などの取り組みと一切関係ない。また、本研

究の対象となる来街者は地下街の通路にいる人のみであり、オフィス・

商業施設・鉄道駅構内に存在する人は対象としていない。 
(2)対象とした地域の面積、出口数などを維持する場合、使用したシミュ

レータでは、最小のセルのサイズが 1.2m×1.2m となってしまうので、

これを設定した。この他にもシミュレータがあるが、待ち行列を検討す

ることから、本研究では、Artisocを選んだ。 
(3)セル表現の場合、１セルごとの移動となる。歩行速度は、現地で計測し

た結果を踏まえると、およそ1セルごとに進んでいると設定しても問題

ないと判断した。高齢者等の歩行速度が異なる来街者も含まれているこ

とを認識しているが、セル表現で行うため、今回は設定できていない。 
(4)津波避難ビルとは、津波に対する緊急避難場所である。安全が確認で

きた場合には、避難者は自宅や指定避難所へ移動する。津波避難ビル指

定には、高さや耐久性などの条件を満たし、建物の所有者と各自治体が

協定を結ぶ必要がある。 
(5)シミュレーションモデルに避難者の心理を組み込むため、発災時に大

阪梅田地下街にいた場合の避難先選択や避難経路、待ち行列発生時の避

難先変更などについて、2017年11月および2019年10月にアンケート

調査を実施した結果をもとに設定した。 
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事前復興対策としての二地域居住政策の可能性について

－兵庫県沿岸部居住者を対象としたアンケート調査から－

兵庫県立大学院減災復興政策研究科   佐藤 敬生 
兵庫県立大学院減災復興政策研究科   澤田 雅浩 

1．研究背景と目的

近年、災害の大規模・広域化が懸念されている。特に、

今後発生が危惧される東海・東南海・南海トラフ地震では、

海抜 0ｍ地帯を抱える都市部で発生する、長期湛水被害対

策は喫緊の課題である１）。この場合には湛水した被災地で

の居住継続は困難となるため、仮設住宅の供与も必要とな

る。建設型の仮設住宅を設置するためには大規模な用地確

保が必要となるが、都市域では容易ではない。その課題解

決方法の１つとして、東日本大震災以降、低コストで短期

間に仮設住宅として供与可能な「借上仮設住宅」が積極的

に活用されている。それとは別に、平時の取り組みとして、

国も2017年10月より高齢者・障害者・子育て世帯等の「住

宅確保要配慮者」対策や、社会問題化している空き家・空

き室対策として、民間の空き家を活用した新たな住宅セー

フティネット制度を施行した。このことにより、大規模災

害時に、住み慣れた家から避難することを余儀なくされた

被災者は、この制度による借上型仮設住宅の提供が期待で

きる。しかしながら、借上型仮設住宅の供与によって、新

たな間接被害が生じる可能性もある。避難者は、災害とい

う特殊な環境下、限定された選択肢の中から、判断するだ

けの十分な材料や情報も持てないまま、瞬時に個別的なさ

まざまな判断を迫られる。その結果、借上型仮設住宅へ避

難後、世帯と住戸とのミスマッチによる世帯分離や、適し

た住環境を探すための度重なる転居。さらには、移転先で

の人間関係の希薄化によるストレス等、間接被害発生の課

題が指摘されているが、対策は十分に整われていない２）。 

一方、新型コロナウィルス感染症によって、感染拡大予

防策の一環としてテレワーク・ワーケーションの普及促進

と、その波及効果としての地方回帰・QOL（クオリティオ

ブライフ）向上への評価がなされつつある。例えば、サブ

スクリプションといった一定額で低コストに多拠点居住を

全国で利用できるサービスや、都会と地方に二拠点居住す

る新しいライフスタイルも増えている。ちなみに「二地域

居住」は、東京一極集中の是正を目的に国も進めてきた政

策でもあるが、マルチハビテーションという言葉が象徴す

るように、生活に余裕のある富裕層向けの生活スタイルと

いう印象が根強くあり、国の調査でも、実際に二地域居住

の生活をしている人はわずかである。しかしながら、先述

の通り、近年注目が高まっており、国も2021年3月に「全

国二地域居住等促進協議会」を設立し、二地域居住等の推

進に係る様々な施策や事例等の情報の交換・共有や発信、

課題の整理や対応策の検討等をはじめている。近い将来、

住まいを従来の一拠点から二拠点、さらには多拠点へと、

多様な住環境へシフトする可能性もあり、このことは、大

規模災害時の避難生活を送る住まいの選択可能性を拡大す

ることにも繋がりうる。 
本研究では、今後発生が予見される南海トラフ地震等の

大規模災害による長期湛水被害に備える事前復興対策とし

て、二地域居住政策の可能性について検討することにした。

具体的には、南海トラフ地震で住宅再建が必要な都市部の

被災想定地に焦点を当て、主とする住居を選択する際の自

然災害リスクの影響、および二地域居住、二地域居住地で

の避難の可能性について、アンケート調査から明らかにし

ようとするものである。 

２．調査の概要 

調査対象は、兵庫県下の中核市以上の5都市（神戸市・

尼崎市・西宮市・芦屋市・明石市）に居住する住民である。

新型コロナウィルス感染症拡大の状況もあり、インターネ

トによる調査として実施している。5 都市の人口約 285万
人の住民のうち、楽天インサイトが管理する同エリア在住

の対象モニター総数50,768人（2021年2月17 日時点）に

対してサンプル数 1,000 人のアンケートを実施した。調査

日は、2021年3月5日（金）である。なお、都市圏在住と

いう広域を対象にしていることもあり、調査対象となる各

自治体の人口比率と同比率となるような調査ではない。回

答者の特性としては、神戸市 53.6％（n=536)尼崎市 15.5%
（n=155）明石市11.0%（n=110）西宮市15.4%（n=154）芦屋
市4.5%（n=45）である。回答者の性別は、男性50.0％（n=500）
女性50.0％（n=500）である。年齢については、20代16.6％
（n=166）30代16.6％（n=166）40代16.8％（n=168）50代
16.8％（n=168）60代16.6％（n=166）70代16.6％（n=166）
である。また、一般社会人を対象とし学生は対象外とした。 

３．調査結果 

本アンケート調査の回答から、住民の災害リスク・避難

に対する意識に焦点を当て分析を行う。そこで、勤務先か

ら業務上の指示を受けて、避難行動に一定の制約を受けざ

るを得ない住民（A群）と、自分の意思で避難行動を判断

しやすい住民（B群）に分類し、比較しながら分析してい

くことにした。各分類の内訳は以下の通りである。 
表－１ 現在の職業について（n=1000） 
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なお、自営業・自由業については、自らが居住地選択等の

意思決定をしやすいと想定されることから、B群に分類し

た。なお、性別では、A群は男性 56.1％女性43.9％。B群
は男性39.9％女性60.1％であり、年代別は、以下の表－２

の通りである。 
表－２ 年代別（n=1000） 

３－（１）自然災害リスクと居住環境に関する意識 

A群・B群の住民が、「土地・建物を購入および賃貸する

場合、自然災害リスクを認知しつつも、低価格の場合、災

害リスクをどの程度考慮して購入・賃貸を検討するか」の

設問に対する回答を図－１、図－２に示す。 

図－１ 土地・建物を購入する場合のリスク考慮

（n=1000） 

「利便性が高ければ自然災害リスクを認知していても購

入する」の回答は、A群はB群より2.6ポイント高い。ま

た、「利便性と自然災害リスクの頻度と程度のバランスを考

慮して購入を検討する」の回答では、A群はB群より13.7
ポイント高い。逆に、「自然災害リスクをわかっていれば購

入を見合わせる」の回答は、B群のほうがA群より13.0ポ
イント高い結果であった。 

図－２ 土地・建物を賃貸する場合のリスク考慮

（n=1000）  

同様に、「利便性が高ければ自然災害リスクを認知してい

ても賃借する」の回答は、A群はB群より7.3ポイント高

い。また、「利便性と自然災害リスクの頻度と程度のバラン

スを考慮して賃借を検討する」の回答では、A群はB群よ

り 11.8 ポイント高い。逆に、「自然災害リスクをわかって

いれば賃借を見合わせる」の回答は、B群のほうがA群よ

り15.1ポイント高い結果であった。

以上のような結果から、購入および賃借、共にA群のほ

うが、自然災害リスクを認識していても、利便性の高い居

住環境を優先する傾向が強いことがわかった。 

３－（２）避難に関する意識 

 続いて、「大規模災害により、指定避難所を利用するか」 
という避難に関する設問の結果は、以下の通りであった。 

図－３ 避難所の利用に関する意識（n=1000） 

「大規模災害により、指定避難所を利用するか」という

設問に対して、「積極的に利用したい」の回答は、A群はB
群より 1.8 ポイント高く、「どちらかといえば利用したい」

の回答は、A群はB群より5.9ポイント高い。逆に「どち

らかといえば利用したくない」の回答は、B群のほうがA
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群より5.3ポイント高く、「利用したくない」の回答は、B
群のほうがA群より0.6ポイント高い結果であった。 

図－４ 事前避難先の確保に関する意識（n=1000） 

続いて、「平時から事前の避難先の確保は必要だと思いま

すか」という設問に対して、「非常に思う」の回答は、A群
はB群より10.0ポイント高く、「まあまあ思う」の回答は、

A群はB群より2.4ポイント高い。「どちらともいえない」

の回答は、B群のほうがA群より5.2ポイント高く、「あま

り思わない」の回答は、B群のほうがA群より2.4ポイン
ト高く、「全く思わない」の回答は、B群のほうが A群よ

り0.5ポイント高い結果であった。 
以上の結果から、A群は B群に比べて、「避難所の利用

意識は積極的であり、また、事前避難先の必要性の意識も

高い」ことがわかった。しかしながら、先述の通り、A群
は自然災害リスクを認識しつつも、利便性の高い居住環境

を優先する傾向が強い。そのため、結論として、A群は、

「避難に対する意識が低いわけではなく、むしろリスク意

識は高いながらも、生活の利便性を優先し、自然災害リス

クの高い居住環境を意思決定する傾向が強い」ということ

がわかった。しかしながら、このような自然災害リスクの

高い居住環境を持つA群は、大規模災害が発生し、長期湛

水等の被害を受けた場合、実際に勤務の継続が不可能とな

る可能性が示唆された。 
３－（３）テレワークに関する意識調査 

 ここでは、災害時の業務継続の可能性を探る上で、近年

多様な働き方を選択できる社会を目指す「働き方改革」に

関連する「テレワーク」や「二地域居住」に関する回答結

果を整理する。まずテレワークに関してだが、企業の業態

によって、テレワークに向き不向きがあることを前提とし

て、企業がテレワークを推進する場合と推進しない場合に

おける意識の比較調査を行っている。なお、ここではB群
を対象から省き、A群のみの分析とした。 

図－５ テレワークに関する意識（n=622） 

「ぜひ実施・継続したい」の回答は、「企業が認めている

場合」では「認めてない場合」より6.4ポイント高く、「ど

ちらかといえば実施・継続したい」の回答も、「企業が認め

ている場合」のほうが4.2ポイント高い。一方、「どちらで

もない」の回答は、「企業が認めてない場合」のほうが「企

業が認めている場合」より 6.9ポイントと逆転して高くな

った。「どちらかと言えば実施・継続したくない」「実施・

継続したくない」はそれぞれ0.8ポイント、2.9ポイントと

大きな差は見られなかった。おそらく業種的にテレワーク

に向いてない影響もあると推測される。いずれにせよ「企

業の意向や理解」に、大きく影響されることがわかった。 
３－（４）二地域居住に関する意識調査 

次に、二地域居住に関する設問に対して、A群とB群を

比較分析した。 

図－６ 二地域居住に関する意識（n=1000） 

二地域居住への関心度についての設問であるが、「すでに

実践している」の回答は、A群とB群ともにあまり差はな

く 0.8 ポイントであった。二地域居住を実践している世帯

は少ないと言える。続いて、「関心がある」の回答は、A群
はB群より8.4ポイント高く、「どちらかといえば関心があ

る」の回答は、A群はB群より7.7ポイント高い。一方、

「どちらかといえば関心がない」の回答は、A群とB群と

もにあまり差はなく0.2ポイントであったが、「関心がない」

の回答は、逆転し B群が A群より 15.3ポイント高い結果

であった。 
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図－７ 二地域居住と避難行動に関する意識（n=1000） 

次に、「二地域居住が大規模災害時に、避難行動の１つと

して有効か」という設問に対して、「非常に思う」の回答は、

A群とB群ともにあまり差はなく0.6ポイントであった。

「まあまあ思う」の回答は、A群はB群より6.4ポイント

高い。一方、「どちらともいえない」の回答は、逆転しB群
が A群より 6.4ポイント高い結果であった。「あまり思わ

ない」「全く思わない」「わからない」の回答は、A群とB
群ともにあまり差はなく0.2～1.0ポイント範囲の差であっ

た。以上の結果から、A群は B群に比べて、「二地域居住

に関心が高く、二地域居住は避難行動策として一定の期待

感がある」ことがわかった。 

４．考察と結論 

二地域居住実践者は約1.0％と非常に少ないことに加え、

二地域居住がどのような生活スタイルなのか、避難にどの

程度有効なのか等、ある程度の知識や情報がないと想像し

づらいと推測されるものの、勤務先から業務上の指示を受

けて、避難行動に一定の制約を受けざるを得ない住民（A
群）にとっては、二地域居住への関心度や期待感は高いこ

とが明らかとなった。一方、有事の際、住民でもある従業

員に対して、事業継続のために一定の指示を与える企業側

に視点を向けると、各地で頻繁に発生している自然災害や、

システム障害や情報漏えい等、企業経営を取り巻くリスク

は増大している。そのため、有事の際に従業員の働き方が

迅速に平常時に戻るための備えの重要性が今まで以上に高

まっていると言える。 
そのような視点から、大規模災害によって住宅再建が必

要な都会の被災想定地と、日帰りで災害復興の対応可能な

距離にある地方の非被災想定地と、復興政策を想定した平

時からの二地域居住は、以下の図のように長期化傾向にあ

る避難生活を短縮し、被災者の QOL を早期回復できる有

効な避難行動対策の１つとして期待できる。 

図－８ 二地域居住によるQOL回復イメージ 

新型コロナウィルス感染症によって、テレワークが半強

制的に導入された結果、テレワークが便利なツールとして、

生活面にも仕事面にも認識が深化されつつある。二地域居

住についても、企業が事業継続計画を推進するための必要

な備えという観点から力強く推進していけば、二地域居住

がより一般化されていくことが予想される。 
最後に、本研究の今後の課題点を整理する。わが国の現

行法では、住民票は一人につき一つであるため、二地域居

住地（避難地）にて、住民サービスを負担なく受給できる

ケースもあれば、独自の住民サービスを受給できないケー

スも発生する。そのため、福島原発事故による広域避難の

教訓を踏まえた現居住地（被災地）と二地域居住地（避難

地）間における自治体間連携の課題整理が必要である３）。

次に、都市と地方に片道1～2時間ぐらいの距離間で、二地

域居住を実践する住民は、言い換えれば、自主的な「広域

避難訓練」の実践者とも言える。今後は、平時の地域政策

と有事の広域避難訓練を連続的に考えた際の二地域居住の

可能性について実証的に明らかにする必要がある。さらに

は、二地域居住の受入側である地域住民への調査も行い、

実際に進めていく上での課題点の整理が必要である。 
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交通行動から見た検索情報サービスの有効性に関する分析 

関西大学大学院理工学研究科  董  亮 

関西大学大学院理工学研究科  田村 圭佑 

関西大学環境都市工学部 秋山 孝正 

１．はじめに 

現在、世界的に注目される統合的交通システムのMaaS

においては、基本的なレベルとして、統合的な交通情報が

スマホの経路検索結果として提供される 1)。これは多様な

都市交通機関の一体的な利用を推進して、シームレスな都

市交通を実現するための試みであるといえる。一方で、い

わゆる計算機を利用した「経路検索エンジン」で各種の交

通機関を統合した交通情報の提供は実用化されている。 

そこで、本研究においては「経路検索エンジン」から得

られるMaaS型の交通情報の有効性について検証する 2)。

具体的には既存の交通行動データに対して、「検索情報」

から得られる経路情報の妥当性を実証的に検討する。最終

的に「経路検索エンジン」から得られる統合的交通情報の

適用可能性を整理する 3) 4)。 

２．交通行動データの設定 

従来より都市交通計画において交通行動の基本データで

あるパーソントリップ調査では、交通行動者の一日の交通

行動が記録されている。本研究では、地方都市の都市交通

の実態を検討するため、兵庫県伊丹市在住の交通行動者の

トリップを対象とした。 

図－１ 伊丹市都市交通ネットワーク 

図－1に伊丹市の都市交通ネットワークを示す。特に公

共交通としての都市鉄道として阪急電車伊丹線と JR福知

山線が主要鉄道路線として挙げられる。したがって、伊丹

市内の鉄道駅は阪急電鉄伊丹線の伊丹、新伊丹、稲野と

JR福知山線の北伊丹、伊丹の5駅となっている。 

表－１ 伊丹市交通行動データ 

表－1に具体的な伊丹市の交通行動データの属性を示し

ている。本表より、伊丹市民（2010年）の交通行動デー

タとして、5歳以上人口：186,342人（2010統計値）5)、総

トリップ数：434,798トリップ（PT調査・拡大ベース）が

得られている。 

図－2は伊丹市における都市交通機関分担（代表交通手

段）を示している 6)。 

図－２ 伊丹市と近隣都市の代表交通手段別トリップ分布 

伊丹市では、自転車の交通機関分担割合が相対的に大き

いことが分かる。近隣の市町村では、尼崎市は同様に自転

車分担割合が大きいが、宝塚市においては大きい訳ではな

い。これらは公共交通機関の利便性・地形的な自転車の活

用可能性と関係していると考えられる。 

本研究では、伊丹市の交通行動データから、代表的交通

行動パターンを検討するための「分析用データ」を作成し

た。具体的には、第5回近畿圏パーソントリップ調査

（2010）における交通行動データ（伊丹市民）を取り上げ

る。伊丹市民の交通行動データから、交通行動の基礎分析

データ（標本：172トリップ、拡大：2,365トリップ）を

抽出した。172個分析データ以外の0トリップ8個を分析

には利用しない。 

図－3は基礎分析データにおける交通機関分担（代表交

通手段）を示している。 

図－３ 基礎分析データの交通機関分担 
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本研究で利用するgoogle検索 7)の機能について説明す

る。①「公共交通機関」（他に自動車のみ、自転車のみ、

徒歩のみがある）モードを選択する。「公共交通機関」モ

ードで提案できる交通手段は電車、バス、BRT、LRT、モ

ノレール、ポートライナー、路面電車である。②出発地と

到着地を入力し、出発時刻と日付を設定する。③左下に検

索結果を4つが提案される。具体的には、経路の到着時

刻、所要時間、運賃情報、線路情報、本経路中の徒歩時間

が表示される。画面の右側は提供されるルートを地図上に

可視化されたものである。 

図－4は以上の手順に従って提供できる情報検索の画面

である。 

図－４ グーグル検索の画面 

検索条件の説明について、①既存トリップ（観測結果）

として、PT 調査（2010 年）記載のトリップ属性を記録す

る。②検索アプリ（google 検索）を用いて、既存トリップ

の起点・終点・出発時刻を入力する。（検索情報に基づいて、

同一の移動を行う場合の経路を算定する）③検索アプリの

提案する「最適交通経路」（到着時刻最早経路に対応する）

の属性を記録する。④既存トリップ属性と検索トリップ属

性を比較して、「時間短縮」の可能性から検索情報の有効性

を検討する 8) 9) 10)。 

図－5 に、検索情報の結果から与えられる「所要時間変

化量分布」を示す。 

図－５ 検索情報に基づく所要時間変化 

図－5より、所要時間増加：116トリップ、所要時間短縮：

56トリップが観測された。すなわち、検索情報から約33％

の移動に時間短縮を与える可能性がある。 

図－6 に伊丹市民全体の「時間短縮便益」を算定するフ

ローを示している。 

図－６ 節約可能時間の算定フロー 

当該トリップの時間短縮を伊丹市民の全トリップに拡大

する。すなわち、当該サンプルの「検索情報による可能時

間短縮分」を算定して、5,950分の「時間短縮合計」が計

算できる。現実トリップ数（伊丹市民）に拡大すると、

5,950*（434,798／2,365）＝109万3889分（＝5,469万

4463円／日）の「時間短縮便益」が計上されることにな

る（時間価値：50円／分で算定）。 

３．検索情報に基づく交通行動提案の分析 

表－2 に情報検索結果として、経路所要時間の短縮ケー

スを整理した。 

表－２ 時間短縮事例の分類 

既存交通機関がプライベートモビリティ（自転車・二

輪・徒歩）である場合には、公共交通機関に関する情報検

索では所要時間が短縮する場合が少ないことがわかる。特

に代表交通手段は自動車である場合、時間短縮される事例

はないことがわかる。 

図－7に経路検索で時間短縮されるケース（鉄道：同一

経路）を示している。 
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図－７ 経路検索により時間短縮するケース（同一経路） 

代表交通手段が「鉄道」である場合には、①同一経路で

所要時間が短縮する場合がある。交通行動者の認知所要時

間は実際の経路所要時間より長いと思われるものが含まれ

る。 

図－8に経路検索で時間短縮されるケース（鉄道：相違

経路）を示している。 

図－８ 経路検索により時間短縮するケース（相違経路） 

一方で、②既存の交通行動と相違する経路が提案される

場合が多数である。これは、検索情報による認知される経

路選択肢の増加に対応する効果と考えられる。 

表－3に情報検索結果として、経路所要時間の増加ケー

スを整理した。 

表－３ 時間増加事例の分類 

代表交通手段が「鉄道」である場合には、①同一経路で

所要時間が増加する場合がある。これには交通行動者の認

知所要時間が妥当ではないと思われるものが含まれる。ま

た軽微な所要時間増加（数分）は通常のダイヤにおける変

動が観測されたものと考えられる。 

一方で、②既存の交通行動と相違する経路が観測される

場合には、交通行動者の経路選定は特定の経験の結果とし

て得られた高度な経路選択結果が示されていると考えられ

る。 

また既存交通機関がプライベートモビリティ（自動車・

自転車・二輪・徒歩）である場合には、公共交通機関に関

する情報検索では所要時間が増加する場合が多いことがわ

かる。たとえば、自動車の場合には鉄道路線の利用が難し

い移動経路を行っている場合が多いことがわかる。 

図－9に経路検索で時間増加するケース（代表交通手

段：自動車）を考える。 

図－９ 経路検索により時間増加するケース（自動車） 

既存経路は適当な鉄道駅の設定が難しいため自動車が利

用されている。 

図－10は経路検索で時間増加するケース（代表交通手

段：自転車）を示す。 

図－１０ 経路検索により時間増加するケース（自転車） 

 既存経路では自転車の自由な経路選択が可能であり、公

共交通（バス）に対して相対的に優位であることがわか

る。 

これらの結果から、一般に交通行動者は公共交通機関に

対して、プライベートモビリティの利便性が優越する場合

を想定していると考えることができる。 

４．検索情報の有効性に関する考察 

これまで、経路情報検索の結果から、既存の交通機関選

択結果に対して時間短縮効果を与えるケースを検討した。

ここでは、具体的なトリップ属性に基づく情報検索結果の

効果について、判別モデルを作成する。すなわち、トリッ

プの時間短縮の可能性（あり・なし）を外的基準として、

トリップ属性の相違から判別を実行する。ここでは、基本

的な判別モデルとして数量化Ⅱ類を用いて分類を行った。

具体的には、個人属性として性別、年齢、職種、トリップ

属性として所要時間、代表交通手段、構成モード数、トリ

ップ目的をアイテム（説明変量）とした。ここで、構成モ

ード数とは、アクセス・イグレスの交通機関を含めて、代

表交通手段のトリップを構成する交通機関の種類の総数を

示すものである。 
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図－１１ アイテムレインジ（偏相関係数） 

図－11に数量化Ⅱ類より得られたアイテムレインジ（偏

相関係数）を示す。前章の個別交通行動に関する比較分析

結果に対応してトリップ属性に関する影響が大きく、個人

属性は情報検索効果は大きくないようである。たとえば、

構成モード数は包含される交通機関の種類に対応すること

から、時間短縮の可能性が増加すると考えられる。また、

代表交通手段は公共交通機関との代替可能性を間接的に表

現していると考えることができる。さらに現行所要時間（既

存の経路所要時間）は、時間変動量の増加を与える要因と

考えることができる。 

表－４ 数量化Ⅱ類の判別結果 

表－4に数量化Ⅱ類による判別結果を整理している。 

本表によれば、判別結果（適合率）は比較的良好（84.3％）

であり、検索情報の有効性はこれらの要因によって的確に

表現されているものと考えられる。 

５．おわりに 

本研究では、MaaS おける統合的な交通情報提供を念頭

に、交通行動からみた検索情報の有効性の評価を行った。

本研究における基本的成果は以下のように整理できる。 

1．地方都市の事例として兵庫県伊丹市を対象として、都市

の交通行動データ（交通行動者）から「分析用データ」を

作成した。つぎに既存のトリップに対して、検索情報を用

いた仮想的経路の抽出を行った。これよりトリップ単位の

時間短縮可能性が算定された（概算値：14.5分／トリップ

（節約時間評価値）。 

2．個別の検索情報により、既存交通行動と経路選択結果

（仮想的交通行動）の比較を行った。検索情報は、交通機

関の組み合わせから経路選択肢の増加を与える、認知所要

時間の不確定性を減少させるなどの利点が観測された（時

間短縮効果）。一方で、交通行動者の経験的意思決定（公

共交通に対するサービス認識、パーソナルモビリティの利

用、経験的経路把握など）による交通行動に対して、有効

な活用が難しい（時間増加効果）ことがわかった。 

3．MaaS型検索情報の有効活用に関して、交通行動者の個

人属性・トリップ属性の面から数量化Ⅱ類による要因分析

を行った。この結果、個人属性の影響は軽微であり、トリ

ップ属性（特にトリップ所要時間、構成モード数、代表交

通手段）の影響が大きいことがわかった。すなわち、MaaS

型検索情報は公共交通機関に対する提案であり、多様なモ

ード構成に関する情報提供が効果的であることがわかる。 
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地区イメージによる都市構造 

大阪工業大学大学院 工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻  三宅 一生 

大阪工業大学 工学部  田中 一成 

１ はじめに 

（１）背景 

現代の日本の多くの都市では、過疎地域の増加や少子高

齢化の影響により、コンパクトシティ化が進められてい

る。しかし、単純に機能の集約を行うことが次世代の人々

にとってより良い街づくりにつながるとは限らない。これ

からの街づくりをおこなう上で都市機能の配置を考えるこ

とは必要不可欠である。そのためには普段生活する空間を

どのように認知しているのかを知ることが必要だと考え

る。 

人は何度か訪れると頭の中に認知地図を構築し、想像し

ている地図にしたがい行動する。認知地図は行動しやすい

ように頭の中で書き換えられ、その際に現実の空間とは歪

みが生じると考えられている。認知地図の歪みの研究は数

多く行われおり、空間概念は街での生活を送る中で変化し

てき、それにより独自の認知地図を構成していく。その際

に、利用頻度の高いものや興味を持つものは大きく認知地

図の中に存在すると考えられる。頭の中の認知地図を取り

出すことで、人々の行動や生活により変化していく街を把

握でき、認められる機能や不要な施設等、今後の街づくり

に生かすことが出来ると考える。本研究では認知地図の特

性から街における魅力を感じる部分や認知されにくい場所

を分析し、魅力的で住みやすく、さらに住みつづけたいと

感じる、あるいは快適で安全な都市空間デザインの提案を

目標とする。 

（２）目的 

K・リンチは「周囲の環境から得られるいくつかの明確

な感覚的手がかりが、徹底的に取り入れられ、組み立てら

れているのである。この組み立てることorganizationこ

そ、自由に動き回る生活の能率ばかりかそのような生活の

存在そのものにとって、かくことのできないものである」

としている 1)。つまり、魅力のある街づくりのためには、

空間や環境をどのように理解していき、そこがどのような

意味を持つのかを理解することが必要である。 

本研究では、認知・イメージしているまちの姿と現実空

間の関係性を明確にすることで、認識される・されにくい

地域、施設等の把握を行い、類似施設等がどのように相互

に関わり合い、作用しあうのか、また分断されているのか

要因の抽出を行っていく。 

２ 調査方法 

Ｋ・リンチは「われわれは環境のイメージがどのよう

につくられ、どんな特徴をもち、われわれの生活において

社会的、心理的、審美的および実際的にどんな役割を果た

すかについて、何かまなびとることができるであろう」と

している 2)。快適な環境の創成にむけて人々の都市に対す

るイメージ、つまり構造の把握を行わなければならない。

本研究では研究室で行われてきた既往研究の実験結果を用

い、分析を行っていく。認知地図による都市構造の把握に

より魅力を感じる空間や街の姿の基礎的要因の抽出を行

う。 

分析に用いる調査方法としては、被験者に4枚切りの画

用紙と12色の色鉛筆を渡し、地図描画法の中の基本的描

画法を用いて調査をおこなう。地図描画法とは、被験者に

平面上に手描き地図を描かせ、その地図上での地点間距離

を認知地図上での布置とみなす方法である。対象者として

同じ地域の地図を描いてもらうために共通の大学に通って

いる学生を対象に調査をおこなった。調査をおこなう上

で、大学周辺をある程度認知している必要があるため、

2018年以前から大学に通学している学生29名に協力して

もらい、大学周辺の地図を自由に描いてもらった。2021

年度取得した認知地図の一部を図1に示す。 

図１ 基本的描画法による認知地図 

既往研究では一人一人の認知マップに描かれている要素

を、文字または絵のどちらか、現実と認知地図の歪みに着

目して抽出している。ここではこれをもとに、共起ネット

ワークやボロノイ分割を用いて認知構造の把握を行う。 

（１）要因分析 

はじめに、認知マップ上にある要素の数について、一人

当たりの平均数での結果を見る。認知マップ上に描かれて

いる文字と絵別の平均的な要素の数と割合を示したものが

図2である。 
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表１ 各地点における補正後の残差 

図２ 分類別割合 

大学周辺を描いてもらったため大学を除いて考えると、

お店、飲食店の割合が大きくなっていることが明らかであ

る。長谷川によると「特に多く描かれていたお店や飲食店

はほとんどが文字で描かれていることが分かる。一方、絵

で描かれている要素では、高速道路や川の堤防、堤防に上

るための階段が多く描かれていることが分かる。信号機や

横断歩道、交通標識等が全く描かれておらず、大人は高速

道路や土手などの大きな構造物が多く見られる。描かれて

いる建物や植栽などの視界をさえぎるものと公園や空き地

などの視界が開ける場所について比較してみると、大人は

約70％が視界をさえぎるものが描かれており開けた場所

は15％程度しか描かれてないことが判明した。」と示され

ている 3)。大学近辺から見える範囲が多く認識されてお

り、見えない範囲では、意識的に遠く感じるのではないか

と考える。 

（２）認知空間の歪み 

ここでは、認知マップと実際の地図の歪みを比較し、認

知空間での街の広がり方について分析をおこなった結果を

示す。図3に示す各対象地から、共通の場所が描かれてい

る認知マップのみを選定して分析を行っている。歪みを抽

出する地点は、3人以上が同経路の同一地点を描いている

場所を抽出地点として設定した。Arc GISを用いてＸ、Ｙ

残差を算出後、その結果をＸ、Ｙ座標に示したものを実際

の地図に重ねて歪みの向きと大きさを算出している。地図

の歪ませ方としては、表1に示すように基準となる点の歪

みのベクトルと各地点の距離などを用いて各地点での歪み

のベクトルを算出した。 

図３ 対象選定地 

歪みを行った地図の例では、東方向に向かって大きくず

れており、東方向以外にはほとんどずれがみられなかった。

長谷川によると「大学に平行に歪みが生じていることが分
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かる。歪ませた大人の地図を見てみると、全体的に東方向

に向かって歪んでおり、大学周辺の住宅街が狭く捉えられ

ていることが分かる」としている 4)。そこで次章では施設

や公共物等に着目を行い、どのように頭の中で分類してい

るのかの調査を行っていく。 

（３）共起ネットワークによるクラスターの形成 

認知地図により得られたデータを描かれた構造物や建築

物を対象に記載数また記載事項のデータの一部を表2に示

す。合計で108個の構造物等が記載されていた。 

表２ 記載事項一覧（一部抜粋） 

大学 高速道路 OITホール 弁当屋前駐車場 弁当屋 駐輪場 … 

1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

2 〇 〇 〇 

3 〇 〇 〇 〇 

4 〇 〇 

5 〇 〇 〇 〇 

6 〇 

7 〇 〇 〇 

… 

次に得られたデータの分類を行うためにKh coderを用い

て解析を行っていく。テキストマイニングの分析方法の一

つの共起ネットワークを用いて分類を行う。これは語と語

のつながり関係、段落または文における語の出現パターン

の類似性をもとに、文章中におけるそれらの語のつながり

関係をネットワーク図として可視化したもので、文章を分

析する際に利用されている分析方法である 5)。得られた結

果を図4に示す。 

図４ 共起ネットワーク図 

結果より同一の目的・利用行動の近い施設等が共起され

やすいことが判明した。 

（４）ボロノイ分割による構造把握 

ここでは、施設や公共施設等の位置による繫がりの調査

を行っていく。ボロノイ図とは、平面上に設定された複数

の座標をもとに、同一空間上でどの母点に最も近接である

か平面上の座標空間の領域分けを行い、作成される図のこ

とである。ここではボロノイ分割を用いてそれぞれのエリ

ア等の認知地図でのつながりを実際の地図上で表現を行

い、現実と認知構造の差異を抽出していく。共起ネットワ

ークによって得られた結果より、ArcGISを用いて作成し

たボロノイ図を図5に示す。 

図５ 共起ネットワークによるボロノイ図 

図5に示している共起ネットワーク図より、繫がりの近

いグループごとに色付けを行ったボロノイ図を図6に示

す。 

図６ ボロノイ図（分類） 

結果より大学近辺での領域は密度が高く、離れるほど領

域の面積が高い結果となった。 

３ 考察 

多くの被験者が都市空間において、類似の施設とともに
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これらと近くに存在する異なる性質の施設を合わせてひと

つの領域として構成している可能性が高いと考えられる。

一つの領域はそのイメージをもって都市内に位置し、場合

により歪んだ都市の認知空間を構成しているといえる。以

上の結果より、過疎地域の増加や少子高齢化を考慮し、コ

ンパクトシティ化を進めて行く中で集約を行うことも重要

であるが、エリアでの行動目的や対象地域における役割を

考慮した施設配置等を改善することで、行動の多様化等、

住みやすく快適なまちづくりに繋がるのではないかと考え

る。 
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歩行者軌跡から見た駅前広場の評価 

大阪工業大学大学院工学研究科  神田 陽 

大阪工業大学工学部    田中 一成 

１. 研究背景・目的
日本における交通事故死亡者は 2021 年で 2636 人が亡

くなっている 1)。さらに交通事故死亡者数の内、歩行中、
自動車乗車中、二輪車乗車中、自転車乗車中で分けられた、
状態別死者数の推移では歩行中が最多となり941人となっ
ている 1)。また、歩行中死亡者では高齢者（65歳以上）が
最も多くの割合を占め、7割を超える 1)。歩行者中死亡者の
うち、歩行者が横断時における法令違反をおこなっていた
割合は、信号無視なども含めると6割を超えることから歩
行者側にも非常に多くの問題があることがわかる 1)。そし
てこれからの日本では人口減少、少子高齢化が進むことで
高齢者が中心の都市になっていくことが分かる。また集約
型都市構造も近年検討が進んでいるが、徒歩や公共交通が
主要な交通機関分担率となることが予想される。つまりこ
れらのことから、歩行者や、高齢者が増えることで横断違
反の発生、死亡率は低下しにくくなる可能性がある。横断
違反が発生してしまう原因として、これまでの設計手法で
は車を優先した計画が施されており、歩行者が使いにくい
という点が挙げられ、歩行者の動線が制御できていない場
合に着目していくことが重要なのではないかと考えた。そ
のため本研究は動歩行者にとって安全な都市の設計・計画
を行うための基礎的研究として、主に歩行者の動線などに
着目し、横断違反発生箇所の予測を行うことを目的として
いる。 

２. 調査方法

表１ アンケート調査質問内容 

滞留人口の変化を短期間で観察し、そのデータを取得
するため、イベント開催などがおこなわれている地区での
調査が必要になること、また、集約型都市構造では主要な
交通機関分担率が公共交通や徒歩になることから、それら
が集中する点である場所のデータを収集する必要がある。
以上の2点から駅前広場を今回の調査場所とした。具体的
には、奈良県桜井市桜井駅前におけるイベント開催時（2021

年 10 月 29 日〜31 日,11 月 20 日〜21 日）を対象とした。
今回は動画のデータから歩行者の軌跡を抽出するため、広
場内に設置したビデオカメラを用い、9 箇所から歩行者の
動きを撮影した。撮影された映像を用い、滞留人口の変化
と特徴的な動線についてその発生箇所、発生人数をカウン

トする。上記の期間中は全日イベントが開催されているが、
30日は特別な開催プログラムが実施され、最も人出が多い
日となった。滞留の状況を時間変化でみると同時に、日ご
との差異を分析する。以上が本調査でおこなう調査方法で
あるが、同時に広場内にいる歩行者に予備調査として簡単
なアンケート調査も伏せておこない、質問内容については
表1に示すような基本的な属性、主要調査項目を質問して
いる。 

３. 調査結果
予備調査結果として、30 日のみは地元のからの参加者

が多くを占めるイベントとなり、人数は他の調査日と比較
すると非常に多くの人数が集まる結果となった。30日以外
の日では人数は平常時とあまり大きな差はなく、桜井市以
外からの訪問が多いことがアンケート結果からわかる。29

日と30日の日別比較として図1、図2に示す。 

図１ 10月29日における参加者の居住地 

図２ 10月30日における参加者の居住地 
図 3 および図 4 に、歩道以外の動線について映像から

軌跡（日別比較）を取ったものを示す。本調査の結果、平
常時と変わらない滞留、通行量をみせる29日の動線は、設
計が制御する固定的な動きをしていることがわかる。逆に、
軌跡が多いことが読み取れる 30 日では動きが分散してい
ることが見てわかる。ここで、29日の歩道以外を通行する
人が全体に占める割合は 13.25％、30 日は 4.65％と、滞留
人口が多い方が動線を制御できていない割合が少ないこと
が分かった。また、平常時と変わらない滞留、通行量をみ
せる 29 日の動線は、設計が制御する固定的な動きをして
いることがわかる。逆に、軌跡が多いことが読み取れる30

日では動きが分散していることが見てわかる。 

アンケート内容 

属性 性別、年齢、居住地 

主要調査質問例 

イベントに参加したか、エ

ルト桜井（駅隣接の複合施

設）を利用するとき最もよ

く利用する交通、桜井駅の

まわりを歩きたいと思う

か、歩きたい（歩きたくな

い理由）など 
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図３ 10月29日における横断違反者の軌跡 

図４ 10月30日における横断違反者の軌跡 

４. 分析

本調査の結果の分析では 3 つの方法で分析を進めてお

り、それぞれ潜在的非制御量、店舗数密度、主観的感情を

用いて横断違反者の発生箇所の簡易的な予測とその原因に

ついて分析をおこなった。 

（１）潜在的非制御量 

調査結果についての分析では、動画から取り出した軌

跡について着目していく。横断違反者の軌跡の方向と、あ

る目的地への最短距離の方角との差を取ったものを「潜在

的非制御量」とし、この値を用いて評価をおこなっていく。

潜在的非制御量が大きいほど歩道が歩行者を制御できない

と言え、つまりガードレールなどがなければそこから横断

違反が発生する可能性が高いと言える。 

分析方法としては仮想のグリッドを駅前広場に当ては
め、横断違反者の軌跡と当てはまるメッシュの潜在的非制
御量を取る。図5は射影変換前、図6は射影変換後の図で
ある。また今回は潜在的非制御量の目的地は駅構内へと続
く階段を目的地とし進めている。 

今回、潜在的非制御量をわかりやすく可視化するため、

3 次元での表現をおこなっている。図 7 は潜在的非制御量

を 3 次元で表示したもので、10 月 31 日の 12 時〜12 時 10

分までの 10 分間の横断違反者の軌跡から算出している。

図8に示す箇所は実際に潜在的非制御量の高くなった箇所

で、なおかつ歩道の上に位置する箇所である。図9はさら

に軌跡を表示したもので、横断違反が発生している箇所と

潜在的非制御量の高い箇所が一致していることがわかる。 

図５ 軌跡とグリッドを表示させたもの 

図６ 潜在的非制御量を求めるメッシュ 

図７ 歩行者の潜在的非制御量 

図８ VFMの高かった場所 
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図９ VFMの高かった場所と違反者の軌跡 
（２）店舗数密度 

店舗数密度とは高橋らのおこなった、通りにおける階

層別店舗数に対して階層に応じた高さ影響比をかけ合計し

来訪者に対する高さの影響を考慮に入れた店舗数を通りご

とに算出したものである。店舗数を各通りの長さで割った

ものを店舗数密度とし、通りにおける店舗のひしめき合い

として評価している 2)。この値を用い、歩行者の動線から

進行方向にある広場が歩行者に与える影響を分析していく。

用いた計算式と高さ影響比を以下に示す。 

店舗数密度 = X 

X = {Σ(pn)(1/2) n-1+ Σ(qm)(1/2) m}/dz 

高さ影響比 

Bm階、n階比 = (1/2) m,(n-1) 

pn = 地上n階における店舗数 

qm = 地下n階における店舗数 

d = 通りの距離 

図 10 に示すように最も横断違反者が発生していた箇所

の西側と東側の広場をそれぞれ広場WEST、広場EASTと

し、それぞれの店舗数密度を求めた。店舗数密度はそれぞ

れ広場WESTでは、0.19×10 -3、広場EASTでは0.15×10 -3と

なり広場WESTの方が、店舗数密度が高いことが分かった。 

図１０ 店舗数密度を求める対象広場 

（３）主観的感情 
横断違反をおこなう歩行者の判断基準は主観的な判断

による影響が大きいと考えられる。交通事故未然防止に向
けた分析では道路利用者の人間特性を考慮した分析が不可
欠になるため、歩行者の内面的な面に着目していく。北川
ら 3)は歩行者の日常的な移動行動が生活の幸福度と関係し
ていることを示している。幸福度は一般的にユーダイモニ
アとヘドニアに分けて考えられることが多く、ユーダイモ
ニア一時的な感情などで感じる幸福感とはことなり、生活
満足度、人生満足度などに当てはまるようなある程度長期
間な視点で捉える幸福度とされており、その持続性はヘド
ニアと比べて比較的持続時間が長いとされる 4) 5)。また、ヘ
ドニアは、ユーダイモニアとは異なり、喜び、楽しさ、好
ましい感情を得て活気に満ち、負の感情が低くなることが
幸福であるとしたものである。ポジティブな感情を感じネ
ガティブな感情を感じない状態が幸福であると考えられて
おり、その持続性は短いとされている 6)。 

これらのことから、歩行者が歩道を歩く際、歩行中に影
響される感情にはヘドニア、日常生活からの影響される幸
福度にはユーダイモニアが当てはまる。被験者にはヘドニ
アとユーダイモニアの幸福度調査をおこない、それらのど
の変数が大きく影響しているのかを分析していく。移動中
のアンケートにおいては北川らの方法を元に調査をおこな
った。実際におこなったアンケート調査項目は以下の表 2

に示す。 
表２ 幸福度調査質問内容 

ユーダイモニア 
・生活全体に関する認知的幸福感（SWLS尺度）
「5 つの質問に対し、7 段階で自分自身の思う評価をつけ
てください」（1：全くそう思わない〜7：とてもそう思う） 
1. ほとんどの面で、私の暮らしは私の理想に近い
2. 私の暮らしは、とてもすばらしい状態だ
3. 私は自分の暮らしに満足している
4. 私はこれまで、自分の暮らしのために必要とされる事柄

を成し遂げてきた
5. 私は、今の自分の暮らしの全てを組み替えることができ

るとしても、ほとんど何も変えないだろう
・生活に関する感情的幸福感
「日々の暮らしの中で感じる感情の頻度を選択してくださ
い」（1：全く感じなかった〜5：とても頻繁に感じた）
1. うれしい－悲しい
2. 幸せな－不幸な
3. 快い－不快な
4. 積極的な－消極的な
5. 活発な－退屈な
6. はっきりした感じ－「ねむたい」感じ
ヘドニア 
・ 移動時の幸福感
「普段よくおこなう移動時の経験で当てはまる感情を選択
してください」（1：非常に、4：どちらでもない、7：非常
に）
1. 熱中した－退屈な
2. ワクワクした－だるい
3. のめり込んだ感じの－関心のない
4. 穏やかな－切迫した
5. 安心した－心配した
6. くつろいだ－緊張した

広場WEST 
広場EAST 
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7. うまくいった－失敗した
8. 良い水準の－悪い水準の
9. 最高の－全然ダメな
・日常における移動時の風景の好意度に関する質問
「思い浮かべた移動時の風景に対して当てはまる感情を選
択してください」（1:非常に嫌い、4：どちらでもない、7：
非常に好き）
1. 非常に嫌い－非常に好き
・移動者の同伴者の有無について
「あなたの日常生活における移動時の同伴者の有無につい
てお答えください」
1. 一人で移動することが多い
2. 誰かと一緒に移動することが多い

以上のアンケート調査結果から、ユーダイモニアでは
生活全体に関する認知的幸福感を目的変数、生活に関する
感情的幸福感を説明変数、ヘドニアでは移動時の風景の好
意度を目的変数、移動時の幸福感を説明変数として、重回
帰分析をおこなったものが表3、4となる。ユーダイモニア
ではR＝0.75 となり、ヘドニアではR＝0.70 となったこと
から与えている説明変数の影響が大きいことがわかった。 

表３ ユーダイモニア       表４ ヘドニア 

５. 考察

広場WEST へ向かって横断違反をした人を東から西、

またその逆向きの人数を西から東と表5に記載している。

平均値では東から西へ向かう方が店舗数密度は高くなり、

その理由として、店舗数が高く立ち寄る場所が多いためと

潜在的非制御量が影響している可能性がある。つまり、店

舗数が多い場所の方が歩行者の軌跡を無意識的に誘導する

ような影響力があると考えられる。また、T 検定の結果 P

値があまり低い値とは言えない結果となったが、今回サン

プル数が少ないため、これから増加させていけば有意差の

ある結果が出る可能性があると考えている。 

表５ 幸福度調査質問内容 

また、図3、図4において平常時が直線的、イベント時
が分散的な軌跡となったが、図1、図2に記載したように、
駅広場におけるイベント参加者の属性が関係しているので
はないかと考える。つまり、パーソントリップで言う目的
地が平常時では桜井駅前広場となるのではなく、駅を利用
してさらに先にある目的地へと向かうため駅に向かって直
線的な軌跡となり、イベント時では最終目的地が桜井駅前
広場の人数が多く、回遊するような動きが見られたと考え
られる。 

６. まとめ

本研究は歩行者の動きを動画で撮影し、映像からその

軌跡の特徴を分析した。その結果、滞留人口密度と動線の

関係等をみいだした。また、歩道自体が持つ歩行者の動線

を抑制、促進させる値である潜在的制御量の強度により、

横断違反者の発生箇所の簡易的な予測に関して可視化する

ことができた。今後は、人対車両事故のデータでもあるよ

うに、死亡者数の多い高齢者層について着目し、データサ

ンプル数の増加、時間経過ごとの特徴、さらには他交通と

の関係についても、より詳細に分析していく予定である。 

さらに、分析でおこなった店舗数密度は実際に歩行者

の視野に入っている店舗数を考慮し、影響を調べていく必

要がある。幸福度に関しては幸福度と反対のストレス値も

歩行者の移動行動に関与している可能性があると考えるた

め、幸福度の新たな定義づけが必要になるのではないかと

考えている。 
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都市郊外部へのバス高速輸送システム（BRT）の整備にかかわる事業性調査 

－ 京都市洛西ニュータウンを事例として － 

龍谷大学大学院政策学研究科  木下 太朗 

１ はじめに 

（１） 調査の目的

本稿は、都市郊外部へのバス高速輸送システム（Bus 

Rapid Transit : BRT）整備にかかわる事業性調査を、京都市

洛西ニュータウン地域と近隣の鉄道駅を結ぶフィーダー路

線を事例として実施した。 

（２） 調査の意義

本稿で事例として取り上げる洛西ニュータウンは、1969

年に京都市により新住宅市街地開発事業として開発開始、

1975年分譲開始のニュータウンである 1)。地下鉄延伸を念

頭に計画が策定されたため、近隣の鉄道駅から 2～3km離

れている。当初の計画では、計画戸数10,900戸、人口40,900

人であったが、1990年をピークに人口が減少し、2021年10

月現在、21,754人であり、高齢化率も4割を超えている（令

和 2 年国勢調査結果より）。上記の影響によって商業施設

が撤退し始めた学区（新林・竹の里住区）もあり、自家用

車を利用できなくなった人々を中心に、買い物難民問題が

発生している 2)ことから、路線バスをはじめとした公共交

通機関の役割がますます重要となっている。 

 本稿で実施する京都市洛西ニュータウン地域と近隣の鉄

道駅を結ぶフィーダー路線の事業性調査は、都市郊外部へ

のBRT整備に対して、有益な情報を提供できる事例といえ

る。 

（３）既往研究の整理 

 洛西ニュータウンの交通に関する既往研究は、近藤 3)や

井上 4)、谷本 5)など、道路運送法改正による路線バス参入の

規制緩和が実施された際のヤサカバスの新規参入と関連す

る研究が多くを占める。  

上記の新規参入とは別の観点では、『洛西地域研究』にて、

ニュータウンにおけるまちづくりと関連して下村 6)や斎藤
7)から交通問題にかかわる提案がなされている。斎藤は、ク

リチバと洛西ニュータウンの交通政策を比較したうえで、

洛西ニュータウンにおける研究課題の1つとして、大原野、

大枝地区を含めた交通システムの研究を挙げており、現在

のバスと、幹線に新型路面電車（Light Rail Transit : LRT）と

を組み合わせたシステムを整備すること、自家用車を減ら

すとともに公共交通の充実を図ることを提案している。こ

のほか、小林 8)による京都市の令和 2年度の包括外部監査

結果報告では、系統ごとの営業路線の検証の項目で、洛西

地域を運行する路線の走行距離、乗車時間、地下鉄・民間

鉄道やバスとの接続について分析が実施されているほか、

状況改善のための意見が示されている。 

（４）調査方法 

本稿では、以下の作業を通じて事業性を検証した。 

第1に、整備ルート・運行計画案の策定を実施した。整

備ルートの策定にあたっては、運行計画案の策定にあたっ

ては、「中央区地域公共交通会議第 4 回基幹的交通システ

ム部会検討資料」9)における運行計画案を参考にした。また、

1 運行あたりの必要な運行時分の設定にあたっては、整備

ルートを乗用車で走行し、計測した。第2に、整備ルート・

運行計画案をもとに、運行経費の計測を実施した。運行経

費については、初期費用とランニングコストの双方を計測

した。計測方法の詳細については後述する。第3に、需要

予測とその予測に基づく年度間運行収入・収支の計測を実

施した。需要予測については、類似する運行ルートを持つ

路線（京都市営バス西4号系統、ヤサカバス2・3号系統）

の1日の旅客数から予測する方法で実施した。年度間運行

収入の計測は、需要予測に基づく推定旅客数に京都市にお

ける均一区間運賃230円を乗じたうえ算出した運賃収入に

雑収入（運賃収入の 5％）を加算することで算出した。こ

の年度間運行収入と前章で計測した年度間収支を比較する

ことで、年度間収支を計測した。 

（５）本稿におけるBRTの定義について 

 中村 10)によると、BRTという用語は、1975年の米国交通

省の報告書が初出といわれているが、用語自体が広まった

のは、1990年代以降である。日本においては、国土交通省

が「連節バス、公共車両優先システム（Public Transportation 

Priority Systems : PTPS）、バス専用道、バスレーン等を組み

合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大

が可能となる高次の機能を備えたバスシステム」と定義し

ている 11)。 

本稿では、国土交通省が定義したBRTシステムの導入を

想定し、調査・検証を実施する。 

２ 洛西ニュータウンにおけるBRTの概要 

（１） BRTの選定理由

第1の理由として、輸送力が大きい必要はないことであ

る。地下鉄や新交通システム（AGT）は輸送力が大きく、

ピーク時には約5,900人から約21,600人を輸送することが

できるが、後述する沿線人口が約44,000人程度であること

を鑑みると、輸送力が大きい交通システムを莫大な金額を

投じて整備する必要はないということである。また、高齢

人口が増加傾向にあり、ファミリー世帯の定住促進を目指

す洛西ニュータウンにおいて、上下空間の移動を要する交

通システムはニュータウンの再生・活性化方針に合致しな

いことも第2の理由として挙げられる。 

（２） 沿道の概況

起終点にあたる JR桂川駅・阪急洛西口駅周辺地区は、京

都市・向日市の2市に跨る地区である。1999年まで所在し

たキリンビール京都工場跡地を中心に開発が行われた結果、
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イオンモール京都桂川や TauT 阪急洛西口をはじめとした

商業施設や洛南高等学校附属小学校、京都銀行金融大学校

のほか、高層マンションが立地するなど、都市機能が集積

する地区となっている。JR桂川駅・阪急洛西口駅間から洛

西ニュータウン間については、物集女街道以東は主に住宅

地であるが、以西については一部を除き、市街化調整区域

に指定された丘陵地となっている。洛西ニュータウンは、

京都市南西部の西山丘陵と呼ばれる丘陵地に位置している。

ニュータウンの都市構造としては、中心部にタウンセンタ

ー、中央公園、バスターミナル、総合庁舎などの都市機能

を集中させて、各住区に商店街や会館機能を持たせたサブ

センターや公園、小学校といった公共施設を設置し、その

周辺をグリーンベルトと称する緑地帯によって囲む形で進

められている。また、ニュータウンにおける公共共通政策

との関連では、「高速鉄道導入までの間は、バスによる輸送

力を整備」と洛西ニュータウン計画時の5つの基本方針の

なかで決められており、2022年5月現在、その状態が現在

まで継続している 1)。 

沿道の人口については、本稿で想定する整備ルートでは、

44,202人（後述する12停留場から半径400mをバス停勢圏

とみなした場合）である。 

京都市洛西ニュータウン地域と JR 桂川駅・阪急洛西口

駅を結ぶ路線バスについては、4事業者9路線（枝番含む）

存在する。そのうち本稿で想定する整備ルートと類似した

路線は3路線（京都市営バス西4号、ヤサカバス2・3号系

統）存在する。 

３ 整備ルート・運行計画案の策定 

（１） 整備ルートの策定にかかわる考え方

（Ⅰ）発着点

 JR 桂川駅と洛西ニュータウン間を想定したルートであ

ることと、JR桂川駅側の折り返しは、折り返し場所の規模

および他交通機関（JR東海道本線、路線バス）との結節点

として適切さ、洛南高等学校附属小学校、イオンモール京

都桂川など公共・商業施設の集積具合から、JR桂川駅とす

る。洛西ニュータウン側の折り返し場所については、ニュ

ータウン内を循環することから、本稿の想定ルートでは設

けないことにする。 

（Ⅱ） JR桂川駅から洛西ニュータウン端部間 

 JR桂川駅と洛西ニュータウン端部間については、他の道

路を経由するより距離が短いことと、停留所を設置するこ

とで需要が見込める沿線施設（阪急洛西口駅）が存在する

ことから、洛西ニュータウン端部へのルートについては、

京都府道201号中山稲荷線（久世北茶屋線）および境谷本

通りを経由して洛西ニュータウン東端（境谷本通りと府道

205 号線（福西東通り）の交点）から洛西ニュータウン内

に入るルートとする。 

（Ⅲ） 洛西ニュータウン内 

 図－1 の通り、境谷本通りと洛西中央通りの交点まで、

両側運行とし、それ以西は反時計回りの一方循環とする。

一方循環区間については、洛西ニュータウン中心部・南部

に位置する境谷・竹の里住区を中心に経由するルートとす

る。ヤサカバス2号系統がほぼ同様のルートを運行してい

る。ヤサカバス2号系統が同じルートとしなかったのは、

駅タウンセンターへのアクセスを考慮したためである。 

（２）設置する停留場・設備 

 停留場については、2022年4月現在、上記整備ルート上

に設置されている既存停留場のうち、速達性の観点から「高

田町」・「物集女」・「向日回生病院前」、他停留場との近接し

ている「福西竹の里」を除外した計12停留場の設置を想定

する。専用レーンは、JR桂川駅ロータリー（A停留場）か

ら D 停留場西側の境谷本通りと洛西中央通りの交点間

3.3kmに整備する。整備内容としては、交差点へのPTPS設

置と専用レーン（2 車線）へのカラー舗装を想定する。停

留場設備については、JR桂川駅ロータリーに設置するAと

京都府道201号中山稲荷線（久世北茶屋線）および境谷本

通りの専用レーン上に設置する B～D、洛西タウンセンタ

ーのバスターミナル内に設置するLは、LRTと同等の停留

場設備の設置を想定する。上記以外の E～Kについては、

既存の停留場の活用を想定する。 

（３） 運行計画

運行計画（表―1）については、前掲 9)を参考に、オフピ

ーク時（14時間）6回（約10分間隔）、ピーク時（4時間）

10回の計 124回の運行（区間便なし）で設定する。また、

1 運行あたりの必要な運行時分は、整備ルートを 3回走行

して計測した結果の平均より 40分、表定速度 20km／hと

設定する。 

４ 運行経費の計測 

（１）計測方法・条件 

運行経費の計測については、初期費用と運営に関わるラ

ンニングコストを算定し、合計することで計測した。また、

図－１ 本稿における整備ルート案（全長１０.８km）と停留場１２箇所 

表－１ 運行計画案 
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その際、部分開業を設けず、全区間一括開業を想定して算

出した。評価年度については、2022年度からBRT車両の2

回目の車両導入時期となる2048年度の27年度間とした。

社会的利子率は、低金利が続いていることから、0％と設定

した。 

（２） 初期費用

前掲 9)を参考に、車両購入費、信号通信設備費、停留場

設置費、道路整備費を初期費用項目として計測した。その

結果、車両購入費（10編成）950百万円、信号通信設備費

332百万円、停留場設置費112百万円、道路整備費99百万

円となり、合計 1,489百万円（14億 8,900万円）を初期費

用として計測した（表－2）。 

（３） ランニングコスト

本稿では、『2020年版（令和 2 年）日本のバス事業（公

益社団法人日本バス協会）』12)に記載されている、2019年度

の京阪神ブロックの民間事業者における実車走行キロ当た

りの運送原価である、1キロメートルあたり559.71円を基

準として、計算する。 

 まず、年度あたりの輸送経費としては、以下の基準で計

測する。その結果、年間273,590,726円となる。 

A） 1日の運行本数：124回／日 

B） 1日の輸送距離：片道10.8km×1日の運行本数 

＝10.8km×124回＝1,339.2km／日 

C） 1日の輸送経費：1kmあたり輸送原価×1日の運行

距離 ＝ 559.71円／km×1,339.2km／日＝749,563.6

≒749,564円／日 

D）年度あたりの輸送経費：1 日の輸送経費×365 日 

=749,564円／日×365日＝273,590,726円／年度 

 次に、2022年度から2048年度の27年度間の輸送経費に

ついては、上記の年間輸送経費に評価期間である 27 年度

間を乗算することで算出できるが、27年度間中に7度うる

う年（度）が存在するため、それを考慮して算出する。そ

の結果、7,392,196,539円（73億 9,219万 6,539円）≒7,392

百万円となる。 

E）うるう年の運行経費：1日の輸送経費×366日 

＝749,564円×366日= 274,340,289円 

F） 評価期間中の輸送経費：うるう年ではない年度の輸

送経費×20＋うるう年（度）の運行経費×7＝

273,590,726 円×20 年＋274,340,289 円×7 年＝ 

7,392,196,539円 

（４） 運行経費の計測結果

初期費用と運営に関わるランニングコストを合計して算

出されるBRT整備にかかわる費用は、8,882百万円（88億

8,120万円）として計測した。 

５ 需要の予測および運行収支の計測 

（１）需要予測 

（Ⅰ） 予測方法 

 類似した経路を運行する路線（図－2）の1回あたりの平

均乗車人数から推測する方法で測定した。 

（Ⅱ） 需要予測の結果 

ア） 西4号系統の1便あたりの平均乗車人数の測定

整備を想定するルートと、ほぼ類似のルートを運行し、

かつ 1日の平均旅客数が公表されている京都市営バス西 4

号系統（特西4号系統含む）の1便あたりの平均乗車人数

を測定する。 

 COVID-19 感染拡大前にあたる 2019 年度の西 4 号系統

（特西 4号系統含む）の 1日の平均旅客数は 1,383人であ

り、運行本数については36.5回／日である。1日の平均旅

客数を運行本数で除することで、西4号系統の1便あたり

の平均乗車人数を導出できる。 

A） 1,383人ｐ 36.5回 = 37.89人 ≒ 38人 

計測の結果、37.89（38）人を西4号系統の1便あたりの

平均乗車人数（基準値）とする。 

イ） 推定旅客数（需要人数）の測定

本節では、西4号系統およびヤサカバス2・3号系統の運

行本数から推定旅客数（需要人数）を測定する。 

まず、前節で算出した西4号系統の1便あたりの平均乗

車人数を基準値として、その数値に2021年10月現在の西

4号系統（22回／日）およびヤサカバス2・3号系統（61回

／日）の運行回数を合計した回数を乗ずる。 

A） 37.89人／1回×（22回＋61回） = 3144.9人 

表－２ 初期費用 

表－３ ランニングコスト 

図－２ 本研究で想定するBRT整備ルートと京都市営バス西４号系統、 

ヤサカバス２・３号系統の運行経路 

●はＢＲＴ・他系統ともに停車、■はＢＲＴが通過ないし経由しない停留場 
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≒ 3,145人／日 

 上記の算定結果で、3,145人／日と測定したが、他のバス

路線からの移行や小型乗用車からのモーダルシフトにより、

旅客数が 10 ポイント上昇すると仮定し、その数値分を加

算すると、3,459人／日となる。よって、想定される整備ル

ートの推定旅客数は、1日あたり3,459人と測定した。 

（２） 運行収支の計測

（Ⅰ） 計測方法

 1 人あたりの運賃収入に関しては、京都市営バスの均一

区間における大人運賃である230円と設定する。この数値

に需要予測で算出した推定旅客数を乗じた数値を1日あた

りの運賃収入を算出する。また、上記の数値に365を乗じ

た数値を年度間運賃収入として算出する。加えて、雑収入

が運賃の 5％あると想定し、これを加えた数値を年度間収

入とする。上記の数値と前章で計測した年度間運行経費を

比較し、年度間運行収支を計測する。なお、本章で計測さ

れた数値は初期費用および設備更新費を考慮していないた

め、それらを含めると損失が出ると予測する。しかし、「限

界費用原理」によると、資源の効率的配分のために、価格

は限界（可変）費用に等しく設定するとともに、その際に

生じる損失は、効率的資源配分を乱さないように、定額税

などの税金を財源とする政府の補助金で埋め合わせするの

が最適であると、宮尾 13)は論じている。よって、本研究で

は、この原理に則り、初期費用および設備更新費は定額税

などの税金を財源とする政府の補助金で埋め合わせするた

め、考慮しないという見解とする。 

（Ⅱ）計測結果 

 計測の結果、31百万円（3,168万8,418円）の黒字が年度

間の収支として計測された。よって、本稿で検討したルー

トは、採算が取れることが分かる（表－4）。 

６ まとめ 

 本稿では、洛西ニュータウン地域におけるBRT整備事業

性調査を実施した。今後検討する課題はあるものの、本稿

で整備を検討したルートに関しては、需要予測に基づく年

度間収支予測においても、採算が取れる可能性が高いルー

トであることがわかった。採算性に影響を及ぼす因子とし

ては、①沿線の人口動向、②小型乗用車などからのモーダ

ルシフトの割合、③ガソリン代などが挙げられる。このよ

うな不確定な要素はあるが、本稿で調査した内容について

は、都市郊外部へのBRT整備に対して、有益な情報が提供

できたといえる。 

 今後の課題は、整備による便益（外部効果）を計測した

うえで、費用便益分析を実施することである。見込まれる

便益としては、「総所要時間の短縮便益」、「交通費用の減少

便益」、「地球的環境の改善（CO2排出量の削減）便益」、「局

所的環境の改善（NOx排出量の削減）便益」、「交通事故減

少便益」が挙げられる。上記の計測・分析を実施すること

に精度を向上することにより、都市郊外部へのBRT整備に

対して、より有益な情報を提供できる事業性調査を遂行で

きるようにしたい。 
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明治後期の京都周縁部における電気軌道敷設過程に関する考察
－ 嵐山電車軌道を対象として － 

龍谷大学大学院政策学研究科 毛藤 洸大 
龍谷大学政策学部 阿部 大輔 

１. 序章 

（１）研究の背景と目的 

1905 年に阪神電気鉄道が開業し、電気軌道が都市内交通

機関から都市間交通機関、さらに郊外電鉄へ発展する契機

となった 1)。電気鉄道の発展、移動の高速化は市街地の拡

大と開発を促すことにつながった。 

 嵐山電車軌道が開業した明治後期は阪神電鉄を始めとし

て軌道条例に準拠した軌道が既存市街地外へと路線網を拡

大させていった時期である。軌道条例では「一般運輸交通

ノ便ニ供スル馬車鐡道及其他之ニ準スヘキ軌道ハ起業者ニ

於テ内務大臣ノ特許ヲ受ケ之ヲ公共道路上ニ布設スルコト

ヲ得」2)としており、敷設には特許が必要であり、軌道法が

施行されている現在でも変わらない。基本的には道路上に

軌道が敷設されることになっていた。軌道敷設は道路行政

であり「都市政策と軌道事業との関係の如きは、都會の膨

張と市民生活状態の變遷に連れて（中略）市民は交通時間

の短縮賃金の遞減に於て多くの利便を享受しつゝあり、か

るが故に都市計劃なるものは、所詮軌道事業を離れて論ず

べきものにあらず」3)とされ、既存市街地内の輸送だけでな

く、市街地の拡大にも対応しようとした。京都市において

は明治後期から「道路改築ならびに電気鉄道建設事業、水

道事業、水利拡張事業」の三つが京都市三大事業として実

施され、道路、公営交通、水道などの近代都市形成の基盤

として必要な都市施設の整備が行われた 4)。 

ところが、阪神電鉄を始めとして都市間輸送を意図した

軌道が現れ、当時の市街地拡大領域より大きく逸脱し始め

た。結果的には電鉄による沿線開発と高速化による利便性

向上により市街化が急速に進んでしまった。嵐山電車軌道

のような都市周縁部間を結ぶ軌道も既存市街地外に敷設さ

れたが、既存市街地との距離、文化、産業などの関係性が

比較的近く、市街化はより既存市街地の影響を受けやすく、

高速性も必要としない点は異なっている。 

京都市において京福電気鉄道や叡山電鉄は市内のみで完

結する都市周縁部連絡型路線であり、他都市で見られるよ

うな郊外へ直通し、衛星都市やニュータウンを結ぶ郊外鉄

道とは特徴を異にしており、独自の経緯を辿った可能性が

ある。 

都市周縁部連絡型路線も郊外鉄道と同じく市街地の拡大

に寄与してきたと考えられが、郊外鉄道、電気軌道の敷設

過程や市街地形成に関する研究はあるものの、都市周縁部

連絡型路線に関する敷設過程までは明らかでない。本研究

では嵐山電車軌道と府及び国との手続きと対応の変遷を明

らかにし、都市周縁部特有の電気軌道敷設経緯を考察する。 

（２）先行研究の整理 

電気軌道網敷設過程と市街地形成に関する研究は地方都

市において 1900～1920 年に開業した電気軌道事業 16 事例

に着目し、各電気軌道事業の路線選定の特徴を明らかにし、

事業形態や経営戦略の観点から軌道敷設、都市形成の意図

を考察し、電気軌道敷設による都市基盤形成の特質を明ら

かにした岩本ら（2019）5)や近代日本の地方中核都市におけ

る路面電車沿線に連続的に形成された郊外住宅地を路面電

車郊外と位置づけ、市街地形成状況には人口増加に伴う宅

地化圧力と都市計画の実施状況を軸としていくつかの類型

を見出した池上ら（2012）6)がある。軌道条例から地方鉄道

への転換に関する研究は軌道条例を準拠法として設立され

た東京地域の私設鉄道 3 社が、東京の拡大背景の中で、い

つ頃に路面軌道から効外鉄道へと指向し、性格を転換して

いったのかを考察した為国ら（1997）7)がある。京都市にお

ける鉄軌道網と都市形成に関する研究は明治初期から昭和

戦前期までの近代化プロセスにおいて、都市の骨格を形成

する鉄道・軌道ネットワークと、都市活動の触媒装置とし

て機能する都市施設の発達プロセスに焦点を当て、都市形

成に関する分析を行った田中ら（2004）8)があるが都市周縁

部における軌道の敷設過程に着目した研究は不在である。 

（３）研究の方法 

資料は京都府行政文書「明 39－0049」に依拠する。 

２．大都市周縁部連絡型鉄道の比較 

（１）大都市周縁部連絡型鉄道の比較 

政令指定都市内で完結し、他路線と直通しない運行形態

をとっているか直通先も同じ政令指定都市内で完結する路

線の内、殆どを併用軌道が占める路線、起点から 1 駅で終 

表―１ 大都市周縁部連絡型鉄道 
路線名 都市 準拠法 開業年 距離 駅数 平均駅間距離 運⾏本数

京成電鉄⾦町線 東京都葛飾区 鉄道事業法 1912年 2.5km 3駅 1.25km 4

東武鉄道⻲⼾線
東京都
墨⽥区・江東区

鉄道事業法 1904年 3.4km 5駅 0.85km 6

都電荒川線
東京都
荒川区・北区・豊島区・新宿区

軌道法 1911年 12.2km 30駅 0.42km 9〜10

東急世⽥⾕線 東京都世⽥⾕区 軌道法 1925年 5.0km 10駅 0.55km 8

東急池上線
東京都
品川区・⼤⽥区

鉄道事業法 1922年 10.9km 15駅 0.78km 8

東急多摩川線 東京都⼤⽥区 鉄道事業法 1923年 5.6km 7駅 0.93km 8
京急⼤師線 神奈川県川崎市川崎区 鉄道事業法 1899年 4.5km 7駅 0.75km 7
静岡鉄道
静岡清⽔線

静岡県静岡市
葵区・駿河区・清⽔区

鉄道事業法 1908年 11.0km 15駅 0.78km 7〜8

遠州鉄道
鉄道線

静岡県浜松市
中区・東区・浜北区・天⿓区

鉄道事業法 1909年 17.8km 18駅 1.05km 5

京福電気鉄道
嵐⼭本線

京都府京都市
下京区・中京区・右京区

軌道法 1910年 7.2km 13駅 0.6km 6

京福電気鉄道
北野線

京都府京都市
右京区・北区

軌道法 1925年 3.8km 10駅 0.42km 6

叡⼭電鉄叡⼭本線 京都府京都市左京区 鉄道事業法 1925年 5.6km 8駅 0.8km 4
叡⼭電鉄鞍⾺線 京都府京都市左京区 鉄道事業法 1928年 8.8km 10駅 0.98km 4
阪急嵐⼭線 京都府京都市⻄京区 鉄道事業法 1928年 4.1km 4駅 1.37km 4

南海⾼野線(参考)
⼤阪府⼤阪市
浪速区・⻄成区

鉄道事業法 1900年 4.6km 6駅 0.92km 2

阪堺電気軌道
阪堺線(参考)

⼤阪府⼤阪市
浪速区・⻄成区・住吉区

軌道法 1911年 6.1km 16駅 0.41km ２〜３
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点に至る路線、JR 線、第三セクター鉄道、地下鉄、モノレ

ール、新交通システムを除いた鉄軌道路線を大都市周縁部

連絡型鉄道と位置付けた。 

開業時、軌道条例に準拠していた路線もあるが、現在は

都電荒川線、東急世田谷線、京福電気鉄道嵐山本線・北野

線のみが軌道法に準拠している。開業時期は 1910 年（明治

43 年）前後の明治後期と 1920 年（大正 9 年）以降の大正・

昭和初期の 2 期間に集中している。総延長は 10km 前後か

それ以下、相互直通運転もしておらず、長距離の移動を想

定していない。平均駅間距離は 1km を切る路線が殆どであ

る。軌道法準拠路線の全てが 0.6km 以下、その他の路線も

0.7km～1km 程度となっており、駅から徒歩圏内に隣駅が

あり、こまめに停車を繰り返し、1 時間あたりの運行本数

も 4 本以上である路線が殆どで、頻繁な輸送を提供し、高

速性をそこまで追求しない特徴を持っている。 

（２）京福電気鉄道の位置づけ 

 京福電気鉄道嵐山本線の前身である嵐山電車軌道は

1906 年（明治 39 年）に内務大臣に対して特許を出願し、

同年に下付され、1910 年（明治 43 年）に開業した。同時

期に開業した軌道として、1903 年（明治 36 年）に特許出

願、1906 年（明治 39 年）特許下付、1910 年（明治 43 年）

に開業した京阪電気鉄道、1906 年（明治 39 年）に特許出

願、1907 年（明治 40 年）特許下付、1912 年（大正元年）

に開業した京津電気軌道、1907 年（明治 40 年）に特許出

願、1908 年（明治 41 年）に特許下付、1912 年（明治 45 年）

に開業した京都市営電気鉄道がある。それぞれ嵐山電車軌

道と同じく直流 600V 電化、1435mm 軌間で敷設された。 

京阪電鉄は開業時、軌道条例に準拠し大半を専用軌道で

占めているが都市間輸送を意識した軌道である。京津電気

軌道は総延長 10km 程度であり、二つの峠を越え、近接し

た県庁所在地を結ぶ特殊な軌道である。京都市営電気鉄道

は京都市域内の輸送を目的とした軌道であり、嵐山電車軌

道とは性質が異なる。嵐山電車軌道は総延長 7km 程度で、

明治後期における京都市域から周縁村落を経由し、観光地

嵐山を結んだ軌道であるが、同時期の京都市域から周縁村

落を経由し伏見を結んだ京都電気鉄道伏見線は総延長7km

程度の軌道と似通った性質を持っている軌道であるものの、

その殆どが併用軌道であり、大半を専用軌道で占めている

嵐山電車軌道とは対照的な路線である。 

（３）嵐山電車軌道開業時の沿線 

嵐山電車軌道敷設当時の沿線行政区画は葛野郡朱雀野村、

西院村、太秦村、嵯峨村であった。開業時の駅は京都、西

院駅、三条口駅、山ノ内駅、蚕ノ社駅、太子前駅、嵯峨野

駅、車折神社裏駅、嵯峨停車場前駅、嵐山駅である。各村

に 1 駅以上置かれたものの、多くは当時の村落を避ける形

で敷設されており、既存村落内に存在する駅は併用軌道上

の山ノ内駅のみである。太秦村は葛野郡の郡役所が置かれ

郡の中心地である。 

 明治・大正・昭和初期の嵐山に関する観光・歴史的背景

は渡邊ら（2007）9)や渡邊（2008）10)が詳しい。嵯峨村の嵐

山電車軌道開業後の人口は微増を続けている状態で、町制

へ移行する 1920 年代になると急増し始めた。嵯峨町は朱

雀野村、西院村、太秦村なども含めて 1931 年（昭和 6 年）

に京都市と合併し、新たに右京区がつくられる。「今は鐡道

電路もひらけ電燈の光さへまはゆき所となりたれば遠近よ

り遊ひ來む雅俗も日に月にいやまさりぬべく」11)とあるよ

うに京都鉄道と嵐山電車軌道の開業は嵐山の観光に大きな

影響を与えた。更に、「市内のド真んなか四条大宮と北野神

社の前から今の京福電鉄が開通して以来、殆どの市内の花

見や紅葉見物に来る人たちは、この嵐電を利用した」12)と

あり、嵐山への観光輸送のメインルートとして嵐山電車軌

道が選択されるようになっていた。嵯峨村における諸事業

の展開は 1897 年（明治 30 年）の京都鉄道の開業前後から

1910 年（明治 43 年）の嵐山電車軌道の営業開始前後に集

中し、明治時代後期から大堰川・嵐山を中心に観光産業が

展開しており、観光関連の商業も活発化したことが推定で

きる 10)。嵐山電車軌道開業以降、郊外住宅地として嵯峨が

発展してきたかに思われるが、嵯峨町は既存の木材業（製

材業）だけでなく、近代的観光産業の発展を独自に図り、

京都市の発展にともなう受動的都市化ではなく、自律的に

都市を形成しようとする意思と能力を備えていた一中心地

であったとも言える 9)。京都の場合、嵯峨も含め伏見や大

津といった中心都市京都に依存せず、独自の産業を基に発

展し、核となるような地域が比較的近距離の周縁部に点在

している。このような中、嵐山電車軌道は周縁部の核と経

済を京都市域に依存する村落とを結ぶ形で敷設された。 

３．嵐山電車軌道敷設特許下付に至る経緯 

（１）特許出願 

 嵐山電車軌道開業後、並行することになる京都鉄道が

1897 年（明治 30 年）に嵯峨駅まで開通してから 9 年後の

1906 年（明治 39 年）6 月 28 日に発起人である林長次郎ら

が『京都嵯峨間電気鉄道特許進達願』を京都府知事に対し

て提出し、嵐山電車軌道敷設に向けた手続きが始まる。『京

都嵯峨間電氣鐵道軌道布設特許願』では 

＜京都ヨリ嵯峨ニ達スル電氣鐵道ヲ布設シ交通ノ便ニ供セ

ンガ為メ株式會社ヲ組織シ山城国葛野朱雀野村（三條通リ

千本西入ル）縣道嵯峨街道ヲ仝郡嵯峨村京都鐡道嵯峨停車

場前ニ至ル間ニ軌道ヲ布設シ（後略）＞（下線筆者） 

とあり、当初は主に三条通りの道路上に敷設し、全線に渡

って併用軌道で敷設するとした。起点と終点についても現

在とは大きく異なっており、起点を二条駅南西千本三条付

近の京都鉄道を挟んだ西側とし、終点を京都鉄道嵯峨駅前

としており、長距離鉄道である京都鉄道との接続を考慮し

ていたことが窺える。敷設理由としては『起業目論見書』

において 

＜西山遊覧者ノ便ニ供スルノ目的ヲ以テ（中略）軌道ヲ布

設シ一般交通機関タラシメンヿヲ期ス＞（下線筆者） 

としており、嵐山への観光輸送を目的としつつ、沿線集落

の住民に対する輸送を提供し誰もが利用できる軌道を敷設 

62



図―１ 嵐山電車軌道変遷図

しようとしていた。 

（２）終点嵐山の変更 

同年 8 月 11 日に明治三十四年十月廿五日内務省訓令第

十七号第二条第二項に基づき、京都府及び葛野郡参事会か

ら『京都嵯峨間電気鉄道布設の件設問案答申』が提出され 

＜（前略）軌間ハ三呎六吋方式（中略）終点ヲ嵯峨村大字

天龍寺通称角倉町ニ変更セシメントス＞ 

としており、理由として 

＜一 該線路中渡月橋北詰ヲ右折シ仝街道ヲ天龍寺門前ヲ

経テ京都鉄道嵯峨駅ニ達スル部分ハ風致上并ニ通行人保安

上差支アリト認ムルヲ以テ渡月橋東北詰琴聞橋ノ東詰ヲ以

テ終点トセシメラレ度候（後略）＞（下線筆者） 

とし、特許進達願提出時は嵯峨駅前を終点としていたもの

の、天龍寺の門前を横切る形になり、風致上の観点から問

題視され、終点を渡月橋付近に変更している。そして、同

年 12 月 26 日に内務大臣より「京都府葛野郡朱雀野村大字

西ノ京小字ヘチツイ十七番地先ヨリ仝郡西院村太秦村ヲ経

テ仝郡嵯峨村大字天龍寺小字大雄寺九番地先ニ至ル仮定縣

道」の敷設が許可されることになった。 

４．併用軌道から専用軌道への変更 

（１）嵐山電車軌道の調査を基にした変更 

嵐山電車軌道の敷設が許可された約半年後あたる 1907

年（明治 40 年）6 月 23 日に嵐山電車軌道による調査の結

果を考慮した『嵐山電車軌道線路変更に関する件』の『線

路并ニ軌間変更申請書』が嵐山電車軌道から内務大臣に提

出され、経路と軌間を大きく変更する申請を行った。 

経路としては起点を千本三条付近から四条大宮付近に、

終点を天龍寺門前付近に変更した上で、西大路三条付近ま

での専用軌道、三条通りに戻り山ノ内を経て天神川付近を

除き蚕ノ社駅付近まで併用軌道、帷子ノ辻付近までの専用

軌道、有栖川駅付近までの併用軌道と終点までの専用軌道

と経路を大幅に変更し、全線併用軌道で敷設することも変

更し専用軌道区間が大半を占めるようになり、軌間も

1067mm から 1435mm へと変更し、申請時と比べてかなり

様相が異なってきた。 

経路変更の理由としては、 

＜一 （前略）諸會社ノ大建築物連接シ加フルニ西高瀬川

ノ併流シアルヲ以テ工場電柱等ヲ移轉セシムルニ充分ノ餘

地無之起点附近ハ京都鉄道踏切ノヶ所ニテ路面ノ勾配傾斜

甚シク電車停留場ニハ不適當ナルノミナラス多数乗客ノ鉄

道線踏切二ヶ所迠モ横断スルハ通行上危險不勘之ニ及シ

（中略）其東端ハ四條通リ市郡界ニ至ルヲ以テ将来京都市

営電気軌道計画ノ四條線ニ連絡スルノ見込ナレハ運輸交通

ノ便至大ナリ 

一 （前略）假定縣道ハ道路勾配二十五分ノ一ノ急勾配ノ

ミナラス御室川ニ架設シアル庚申橋々台（中略）工事施工

至難ナルヲ以テ新設軌道ト更正ス 

一 仝郡太秦村大字太秦小字森ヶ前十七番地先ヨリ仝郡仝

村仝大字小字御所ノ内二十七番地ニ至ル假定縣道ハ両側人

家連擔シ屈曲甚シキノミナラス道面ノ傾斜殊ニ多ク運轉上

困難且ツ地方人民ノ妨害モ勘シトセス依テ新設軌道ト更正

ス 

一 仝郡太秦村大字嵯峨野小字神ノ木三拾八番地先ヨリ仝

郡仝村大字天龍寺小字大雄寺九番地先ニ至ル假定縣道ハ両

側人家連擔且ツ桂川、西高瀬川併流シ嵯峨特有物産ノ木材

商ノミニシテ水陸接續ノ物揚場ヲ通過スルニ依リ危險ナル

ハ勿論運輸交通上非常ノ障害トナルヘシ（中略）新設軌道

ハ總テ田甫又ハ藪地ノミニテ風致ヲ害セサルハ勿論運輸上

至便ナルノミナラス京都鉄道嵯峨停車場ニ接近スルカ故ニ

運輸交通ノ連絡上一層便利ナリ＞（下線筆者） 

としていた。加えて同年 7 月 29 日には『軌間変更ノ理由』

と『太秦地内ノ線路変更ニ関スル理由』が提出され、 

＜軌間変更ノ理由 

右ハ目下計画シツツアル京都市営電氣鉄道ハ四呎八吋二分

ノ一ノ廣軌式ナルニ依リ将来運輸連絡上ノ便宜ヲ計リ廣軌

式ニ変更セントスルモノナリ 
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太秦地内ノ線路変更ニ関スル理由 

一 （前略）仮定縣道中太秦村中央ニハ古来有名ナル廣隆

寺アリ仝寺ハ聖徳太子ノ御霊所ニシテ城北ノ巨刹ナリ隨テ

信者ノ参詣スル者夥シク殊ニ毎月ノ縁日ニハ群衆非常ニ雑

沓シ人馬車ノ通行スラ出来難キ有様ナレハ地方人民ニシテ

之レカ変更ヲ渇望スルヿ亦甚シ依テ四圍ノ状況ヲ参酌シ仝

寺門前ヲ険避スル為メ自然前後取合上変更ヲ来タシタル義

ニ付専用軌道式ヲ撰定シタル次第ナリ＞（下線筆者） 

としており、嵐山電車軌道より一足遅く計画され始めてい

た京都市営電気鉄道との連絡を考慮し、起点と軌間を変更

したことは嵐山電車軌道の将来性も鑑み咄嗟に決断した様

子が窺える。 

太秦村の広隆寺付近と嵯峨村の三条通り周辺は当時から

住居が集積しており、葛野郡の中心地であることや広隆寺

の参拝客で道路が混雑し、電車と人とが交錯する危険性が

あること、地域産業の物流を阻害しかねないことを嵐山電

車軌道自らから指摘した。京都府・葛野郡参事会からの意

見により、風致と交通量の観点から終点を変更した経緯も

あり、特に嵐山周辺ではその中心性も相まって、風致と地

域の産業に考慮する変更を行った。 

嵐山電車軌道が積極的な調査を行ったこともあり、内務

省は御室川付近の工事が困難な状況に対する詳細な説明書

を嵐山電車軌道に求めるにとどめ、最終的にはこの大きな

変更を認めた。その後、嵐山電車軌道と府・国との間で工

事着手までは主に技術的なやり取りが続く。 

（２）沿線村民による変更の提議 

 これで敷設経路が確定されるかに思われたものの、工事

着手届が提出される 2 日前にあたる 1909 年（明治 42 年）

12 月 11 日に沿線村長らの陳情書提出を受け、『軌道線路変

更申請書』が嵐山電車軌道から京都府知事に対して提出さ

れた。中でも太秦村村長からは 

＜一 （前略）尚ホ一面ニ於テハ却テ軌道線路ヲ廣隆寺門

前ニ於テ縣道ニ接觸セシムル方寧ロ太秦村将来ノ発達ヲ計

リ且ツ参拝者ニ夛大ノ利便ヲ共フヘキヲ以テ廣隆寺信徒並

ニ村民ノ希望トシテ今回出願ノ線路ノ如ク変更ノ儀別紙村

會意見書ノ通（後略）＞（下線筆者） 

としており、広隆寺からは嵐山電車軌道敷設に対して感謝

の意を示しつつも 

＜（前略）該會社ガ実測セラレタル豫定線路中當村ニ関ス

ル部分ハ全ク人家ノ背面ト竹林中ヲ貫通スルノミニテ電車

乗客ニ興趣ヲ興ヘザルノミナラズ當村ノ体面ト其将来ノ発

達ニ関シテ遺憾ニ堪ヘザルモノ有之候且ツ千三百年ノ若聖

徳皇太子ノ御創建ニカカリ現ニ京都市内ニ多数ノ信徒ヲ有

シテ當村ノタメニハ唯一ノ誇リタル當寺ガ電車乗客ノ一瞥

ヲモ得ルコト能ハザルハ多数信徒ノ遺憾ハ勿論當寺ノ不幸

是ニ過ギズ（中略）村将来ノ発達繁栄ヲ願念ヤラレ候ハ■

該會社ニ交渉シ実測ノ線路ヲ聊カ変更シテ當寺山門前ヲ通

過スル様御尽力相仰キ度万一線路変更ノ儀該會社ノ容ルノ

所トナラバ當寺ノ幸福多数信徒ノ満足ハ云フ迠モナク利害

ノ発達繁栄ニ利スル所モ夛大ナルベシ（後略）＞（下線筆

者） 

としており、建物が連担し、人や馬などで混み合うことも

あり広隆寺門前と太秦村の村落を避け、直線的に敷設しよ

うと変更した嵐山電車軌道の判断を理解しつつも、広隆寺

は太秦村における象徴的な場所であり、誇りである上、京

都市域からも多数の信徒が訪れることもあり、利便性が損

なわれることを懸念した。太秦村発展の可能性を削がれる

ことを避けるために敢えて直線的な軌道を曲げ、広隆寺門

前だけ道路上に敷設する要望をし、それが認められたこと

は広隆寺と京都市域住民との密接な関係と高速性を求める

必要のない周縁部特有の事情が窺える。嵐山周辺において

軌道敷設の目的でもある観光への影響もあるため、風致や

交通量を考慮して専用軌道とした嵯峨村とは対照的である。

結果的には現在も広隆寺門前を電車が通り過ぎる独特な景

観が形成された。 

５．まとめ 

 周縁部では既存市街地内と異なり、村落以外は田畑が広

がっており、道路を拡幅することもなく「逃げ道」をつく

ることも可能で、軌道条例に準拠しているとはいえ、全て

道路上に敷設する必要はなかった。嵐山電車軌道において

は結果的に人口密集地以外、道路に敷設されることになっ

たが、太秦村のように敢えて村落内に敷設したことは周縁

部であるからといって、一概に言える状況ではないことが

わかる。既存村落外は併用軌道を多用し、軌道であること

を意識しつつも、周縁村落の状況に左右されながら既存村

落内での軌道敷設と道路拡幅を避けたことは周縁部独特の

状況をつくりだしているのではないだろうか。 
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市民団体による地域鉄道存続運動の役割と効果 

―南海貴志川線の存廃を事例として― 

大阪大学大学院工学研究科 荒木 一修 

大阪大学大学院工学研究科 松本 邦彦 

大阪大学大学院工学研究科 澤木 昌典 

１．研究の背景と目的 

近年、地域鉄道(1)の経営環境は厳しい状況が続いている 1)。

鉄道事業者が撤退を表明した場合、自治体や沿線住民が廃

線を阻止しようと様々な存続運動を行う事例があり、それ

がきっかけとなって存続につながった事例もある。特定の

地域やコミュニティで行われる一般的なまちづくり活動と

は異なり、地域鉄道の存廃は鉄道を利用する人々だけでな

く、沿線住民全員に影響を及ぼすことから、存続運動の規

模は大きい傾向にある。沿線には市民団体が複数存在し、

市民団体ごとに結成経緯や活動の目的・メンバー構成等が

異なるため、団体ごとの果す役割も異なってくる。加えて、

市民団体による存続運動では、しばしば団体間の連携が行

われることにより、個々の活動とは違う効果や、連携する

ことで初めて発揮される役割などがあると考えられる。そ

のため、市民団体を一括りにして捉えるのではなく、個々

の団体の活動と団体間で行われる連携について着目する必

要がある。また、地域鉄道の存廃は沿線住民の合意のみで

決定するのではなく、鉄道事業者、それを支援する沿線自

治体も含めた3主体の話し合いが必要であるため、その合

意形成が複雑なものとなっている。沿線住民全体の意見を

鉄道の存廃決定に反映し、その上で地域鉄道の存続を実現

させるためには、各主体が当事者意識をもって課題に向き

合い、市民団体・行政・事業者がそれぞれの役割を果すこ

とが重要であると考えられる。 

地域鉄道の存続運動を扱った既往研究には、複数の市民

団体を行政・事業者のような総体としてまとめて捉えたも

の 2)や一団体に焦点を絞り主観的に地域鉄道の存続運動を

論じたもの 3)があるが、複数の市民団体間の役割の違いや

連携による効果を考察した研究は見られない。そこで本研

究では、市民団体が地域鉄道存続運動において効果的な活

動を展開する上で必要な要素と解決すべき課題を示すため

に、地域鉄道の存廃問題における、複数の市民団体の個別

の役割や団体間の連携の仕方を明らかにすることを目的と

する。 

２．研究の方法 

２．１ 研究対象事例の選定 

 本研究は、存続運動を経て存続に至った事例のうち、鉄

道事業法が改正された 2000 年以降の事例を対象にする。

その理由は、それ以前は鉄道事業からの撤退は許可制で、

沿線自治体の同意を得る必要があり、現在とは状況が異な

るためである。2000年以降の事例で、さらに、路線の運営

事業者から廃線届が提出され撤退の意向が公表された事例

が、3事例4路線(2)存在する。 

本研究では、これらのうち、複数の市民団体が存続運動

を展開し、それが報道などでも取り上げられた貴志川線を

対象事例とした。貴志川線は、1957年から経営していた和

歌山電気軌道が1961年に南海電気鉄道に合併されてから、

南海電気鉄道が半世紀近く経営を続けていた。しかし、毎

年数億円の営業赤字を出し続け、2003 年 10 月に南海電気

鉄道から経営改善を理由に廃線検討の意向が表明され、そ

れを機に存廃問題が発生した。その後、岡山での路面電車

を経営する岡山電気軌道を親会社とする和歌山電鐵に経営

移管され、現在まで存続している。 

２．２ 研究方法 

貴志川線について、文献資料、インターネットでの情報 

図１ 貴志川線沿線地図 

余表１ ヒアリング調査概要 

表２ 主な市民団体 

ヒアリング 
調査対象 

市民団体3団体 
自治体（和歌山県, 
和歌山市,紀の川市） 

運営事業者 
（和歌山電鐵） 

実施日 
2021年11月19日 
～2022年1月27日 

2021年11月19日 
～2022年1月27日 

2022年1月18日 

調査内容 

団体の概要、他団体
や自治体、事業者と
の関係、一般市民へ
のはたらきかけ 

存廃問題経緯の詳
細財政支援の合意
について、市民団
体との関係 

事業者応募につい
て、前事業者から
の支援体制、市民
団体との関係 

団体名 
貴志川線の未来 
を“つくる”会 

貴志川町くらし 
と環境をよくす 
る会あああああ 

南海貴志川線
応援勝手連 

WCAN貴志川 

会員数 6,310人 117人 44人 175人 

目的 

貴志川線存続 
の関係機関へ 
の働きかけと、 
沿線住民など 
への啓発活動 

くらしや環境に
関わる問題で町
民の生活に直接
影響の及ぶ事情
を取り上げて町
民と一緒に考え
るああああああ 

貴志川線問題 
に関する情報 
の集積と貴志 
川線問題に対 
する市民の目 
からの提案 

和歌山市の中 
心市街地など 
を元気にする 
ことも目的と 
してさまざま 
な活動をする 
こと 

参加 
資格 

年会費1,000円
を納め入会申込
書を提出するこ
とああああああ 

貴志川町民で会
の趣旨に賛同す
ることああああ 

むやみに存続
を訴える組織
ではない旨を
承諾すること 

自立した良識
ある市民で和
歌山が好きで
あることああ 

設立 2004年8月 2004年8月 2003年11月 2003年7月 
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検索によって存続運動を活発に行っていたことが確認でき

た4団体のうち、調査協力を得られた3団体を対象として

ヒアリング調査を行った(3)。また、貴志川線の現在の運営

事業者である和歌山電鐵と貴志川線沿線の3自治体に対し

てもヒアリング調査を行った（表1）。 

調査で得た情報を元に、貴志川線の存続運動に関わる出

来事を、活動主体ごとに時系列で整理した。さらに、市民

団体が行政や事業者に対して行ったはたらきかけと市民団

体間の連携した事実を示すことで、市民団体が存続運動の

中で果たした役割・連携による効果を考察した。 

３．行政・事業者と市民団体との関係 

３．１ 存廃問題の変遷と存続運動の類型化 

図2に、貴志川線の存続運動に関わる出来事を活動主体

ごとに時系列に示す。このうち、2003 年 10 月に存廃問題

が発生してから、2004年8月に貴志川線の廃線が正式に表

明されるまでの期間を「存廃問題膠着期」とする。その後、

南海電気鉄道が貴志川線の廃線を正式決定した時点から、

2005年4月に継承事業者が決定した時点までを「存続運動

活性化期」とする。さらに、2006年4月に和歌山電鐵によ

り貴志川線の運営が開始されるまでを「新事業者開業準備

期」とする。 

市民団体による存続運動は「陳情型」、「提案型」、「協力

型」の3つに分類できる。陳情型は、相手に対して自らの

要望を伝えるのみであり、労力を払わない。提案型は、改

善策など具体的な案を提示して相手に要望を伝える。協力

型は単に要望を伝えるだけではなく、相手とともに自身も

何らかの労力を行使、または行使を約束することで自身の

要望を叶えることを目指す。 

３．２ 行政への市民団体のはたらきかけ 

図2に示すように、存廃問題膠着期には、小学校や中学

校が中心となり、生徒や地域住民の署名を集め、首長に提

出するといった活動が行われた（A―1）(4)。これらの存続

運動を受けて、和歌山市は南海電鉄へ存続を求める要望書

と中学校等を含む約25万6千人分の署名を提出した（A―

2）。2003年の沿線人口は約8万人であった 4) ことから、そ

の約3倍にのぼる数の署名が、行政が主体となって設置し

た対策協議会によって集められた。 

存続運動活性化期においては、2004年 11月末に国土交

通省近畿運輸局が開催した意見聴取の場に、市民団体の代 

図２ 主体間の関係性と時系列の整理
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表として、貴志川線の未来を“つくる会”（以降、つくる会）

と貴志川町くらしと環境をよくする会（以降、よくする会）

のメンバーが出席し、行政関係者へ鉄道の必要性を訴えた

（A―3）。この意見聴取は、南海電鉄による廃線届提出を

受けて行われたものである。 

WCAN 貴志川線分科会（以降、WCAN 貴志川）は、通

常、行政が民間企業などに委託して実施する費用対効果分

析を実施しており（A―4）、単なる陳情ではない提案型の

活動を行ったといえる。さらに、その全過程を地域住民参

加型で行い公開したという特徴もある 5)。 

市民団体が行政に対して行った存続運動の種類は、図 2

に示すように、存廃問題膠着期においては、署名活動や存

続要望書の提出といった行政への陳情型の活動である。存

続運動活性化期においては、陳情型と提案型両方のはたら

きかけが行われた。新事業者開業準備期においては、市民

団体による行政へのはたらきかけはとくに行われなかった。

これは行政が枠組みをつくり新事業者が決定した後は、行

政が市民団体と同じく事業者を支援する立場にあったから

である。 

３．３ 事業者への市民団体のはたらきかけ 

前述のように、存廃問題膠着期には事業者に対しても署

名活動や存続要望書の提出といった活動が行われたが、存

続運動活性化期に入ると、WCAN貴志川は、岡山で路面電

車の運営を行っている岡山電気軌道を新事業者の候補とし

て、つくる会との連名を得て、同社へ「ラブ・レター」と

呼ばれる応募依頼状を送付した（B―1）。その内容は単に応

募を打診するものではなく、沿線の市民団体の事業継承後

のバックアップを約束するものであり、協力型の存続運動

と呼べるものであった。これに合わせて、岡山で鉄道まち

づくりの活動を行っており岡山電気軌道とも交流のあった

市民団体RACDAが同社に対して、新事業者の応募を要請

した（B―2）。 

新事業者開業準備期には、WCAN貴志川は、開業後の体

制について岡山電気軌道と意見交換を行った。そこでは、

事業者だけに貴志川線の存続を一任するのではなく、市民

も存続の責任を背負って、積極的に経営方針に参画してい

く協力型の存続運動が行われた（B―3）。つくる会は、新事

業者に対して、貴志川線の魅力アップや情報発信の取り組

み強化、市民団体が貴志川線の運営に関わるための委員会

設立などを含む具体的な提言を行っている（B―4）。  

 市民団体が事業者に対して行った存続運動の種類を期間

ごとにまとめると、存廃問題膠着期における市民団体等に

よる事業者へのはたらきかけは、陳情型の活動である。存

続運動活性化期においては、陳情型・提案型・協力型のは

たらきかけが行われ、新事業者開業準備期には、提案型・

協力型のはたらきかけが行われた。 

４．市民団体による存続運動の役割 

４．１ 存廃問題膠着期において市民団体の果した役割 

存廃問題膠着期には、主要4団体のうち、南海貴志川応

援勝手連（以降、勝手連）とよくする会の2団体が活動し

ていた。よくする会は、2004年2月に貴志川線存続を願う

市民が対策を話し合うシンポジウムを開催し、南海貴志川

線応援勝手連（以降、勝手連）が、市民向けのワークショ

図３ 市民団体間の関係性と時系列の整理 
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ップを4回に分けて開催した。ワークショップの参加者は

いずれも十数名であるが、存廃問題に関心をもって熱心に

取り組んでおり、その場で市民の貴志川線に対する思いや

考えが蓄積された。 

 存続運動活性化期のきっかけとなった貴志川線問題のテ

レビでの全国放映は、存続運動活発化の起爆剤となった。

しかし、これは事前に意図されていたわけではないため、

今後他地域で起こりうる地域鉄道の存廃問題で同様の放映

がなされる可能性は低いが、当テレビ放映はつくる会の結

成以前の動きを追うところから始まっており、つくる会の

前身である有志が活動を継続していなければ番組は成り立

たなかった。つくる会の K 氏は、「沿線住民は、みな危機

感をもっていたが動き出す人がいなかった。だから、自分

から動くしかないと思った。」と話している。有志が少人数

でも行動を起こして、存続運動のきっかけをつくることが

重要であったと考えられる。 

４．２ 存続運動活性化期において市民団体の果した役割 

存続運動活性化期には、つくる会と WCAN 貴志川が活

動を開始した。つくる会は、貴志川線問題を取り上げたテ

レビ放映を機に活動を広げ、6,000人に及ぶ会員を擁して存

続運動をその中心となって盛り上げた。 

WCAN貴志川には大学教員ら専門家が属しており、専門

的な知識を用いて客観的に貴志川線存続の社会的便益を説

明した報告書を公表した。これによって、貴志川線存続に

よる社会的便益額が存続費用に比べて7倍も大きいことが

示された。この報告書には、定量的な分析だけではなく、

沿線住民の貴志川線に対する意見が盛り込まれている。こ

れは、存廃問題膠着期において、勝手連が行ったワークシ

ョップの結果を引用しており、役割の異なる2団体が連携

することで、効果的な存続運動が行われた一例である。 

行政による支援策公表後には、継承事業者候補に向けて

の存続運動を広げ、WCAN貴志川は、つくる会・RACDA

とともに岡山電気軌道に継承事業者への応募を要請した。

岡山電気軌道は、応募した理由として、「沿線を含む幅広い

市民運動があること」、「RACDAからの要請があったこと」

を挙げている。6,000 人以上の会員を集めたつくる会が

WCAN 貴志川と共に提出した依頼状と存続運動の中で関

わりをもったRACDAからの推薦は、岡山電気軌道にその

熱意を伝える役割を果たしたと考えられる。 

４．３ 新事業者開業準備期において市民団体の果した役

割 

継承事業者決定後、つくる会は以前よりも精力的に貴志

川線の魅力を発信するイベントを企画・運営した。「ラブ・

レター」にあったような一過性ではない協力型の存続運動

を実行し、新生貴志川線への需要、期待度を高める役割を

果したと考えられる。 

つくる会と WCAN 貴志川は、継承事業者に対して提言

や意見交換を行った。これにより、市民でありながら貴志

川線の運営に参画し、利用者目線での経営改善を実現して

いる。 

５．まとめ 

 本研究で得られた地方鉄道の存続運動において市民団体

が果した役割を以下にまとめる。 

・存廃問題膠着期において、少人数で行動を起こし、それ

が存続運動活性化期への進展につながった。 

・存続運動活性化期において、異なる団体間の連携によっ

て、定量的・定性的な存続への提言を作成することがで

きた。 

・継承事業者の公募時、市民団体が事業者に応募を打診し

たことが決め手の一つとなり、岡山電気軌道が応募に踏

み切った。 

・新事業者開業準備期において、存続が決定してから一層

精力的に活動を広げ、事業者への提言や沿線の魅力の発

信を行った。 

一方で、本事例は、新たな民間事業者により継承が実現

している点やテレビで取り上げられたことが存続運動活性

化のきっかけであった点が特殊であり、今後他地域で起こ

りうる地域鉄道の存廃問題において、得られた知見を普遍

的なものとしてそのまま活かすことは難しいと予想される。

そのため、他の存廃事例と比較し得られる知見を一般化す

ること、また、一般化することが難しい場合は、それがど

のような要因によるものなのかを明らかにすることが求め

られる。 
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補注 
(1) 地域鉄道とは、一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以
外の鉄軌道路線のことをいい、その運営主体は中小民鉄並びにJR、一部
の大手民鉄、中小民鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並行
在来線などを引き継いだ第三セクターである。 

(2) 越前本線・三国芦原線（福井県）、北勢線（三重県）貴志川線（和歌山県） 
(3) 貴志川町くらしと環境をよくする会は現在なくなっており、関係者を見
つけることができず、ヒアリングを行うことができなかった。 

(4) 本文中のはたらきかけの末尾と図2中の市民団体によるはたらきかけに
ついている記号はそれぞれ対応している。 
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慶野松原を訪問する観光客の利用実態とそれを踏まえた観光まちづくり計画の策定 

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科  嶽山 洋志 

パシフィックコンサルタンツ株式会社  立田 彩菜 

兵庫県立淡路景観園芸学校  光成 麻美 

１.はじめに 

白砂清松の慶野松原は、1928年に国指定文化財の「名勝」

に指定され、全国の中でも芸術上あるいは観賞上の価値が

高い地域とされる。古くは柿本人麻呂らによって「万葉集」

にも詠まれた景勝地で、約5万本のクロマツが生い茂るが、

ここの松林は名勝指定されている松林の中でも、樹高・枝

下高・葉群高が低く、胸高直径・樹冠直径が大きい「横長」

の樹形が特徴とされる 1､2)。また地元住民による落ち葉掻き

や下草刈りが連綿と行われていること、松林だけでなく砂

浜も保全されていることから、これらが一体となった白砂

清松の景観を維持することが出来ている。このようなラン

ドスケープ遺産としての価値を持つ慶野松原は「日本の渚

百選」「日本の水浴場88選」「快水浴場百選」に選ばれるな

ど、日本を代表する海水浴場にもなっている。また播磨灘

に沈む夕日は「日本の夕日百選」に選ばれ、多くの観光客

を魅了し続けている。近年では近隣のホテルの改装等も行

われ、さらには花火大会などのソフト事業も多数展開され

るなど、レクリエーションの場として充実しつつある。 

一方、夏の海水浴客のデータをみてみると、統計のある

平成12年度には143,000 人だったが、令和元年度は 94,000 

人となり、観光客数が減少傾向にあることがわかる 3)。こ

のような傾向にある要因について、まず、施設の老朽化や

破損、使われていない空間の存在などが魅力を大きく下げ

ていることが指摘されている。近隣ホテル等の頑張りによ

りシーズン外の観光客が増えつつあるが、客が来場しても

地元にお金が落ちない（落とす場所が無い）状況にあると

いえるだろう。また様々な団体が混在していることも発展

の妨げとなる要因の一つとして挙げられている。例えば管

理主体をみてみると、国、兵庫県、そして南あわじ市が管

轄している場所が混在している。利用者と運営主体をみて

みても、夏には海水浴にホテル宿泊、花火大会、景観を楽

しくむ観光客、キャンプ、ジェットスキー、ビーチバレー

など様々な目的をもった来園者や運営者が混在している。

それぞれの価値観や思いを慶野松原に対して持っており、

共通した慶野松原のイメージを形成しづらいことも、発展

の障壁となっていると考えられる。 

以上のような課題を解決し、慶野松原に賑わいを取り戻

すとともに、今後目指すべき慶野松原の未来像を関係者間

で共有するために、当該地区における観光まちづくり計画

を策定することとなりここに報告する。 

２.計画策定のプロセス 

計画の策定に当たっては、まず観光客の利用実態を把握

すべく、LINE アンケートおよび位置情報ビッグデータを

用いた行動分析を行うこととした。まず LINE アンケート

は 9 月 18～20 日の期間に、兵庫県内の 20 代、30 代、40

代、50代の男女（各105名）を対象に実施、回答者数は合

計840名であった。内容は、慶野松原の地名度、来訪頻度

および時期、海沿い地域に対する印象、慶野松原に期待す

る事業内容とした。また実際に慶野松原を訪問した観光客

の意識も把握すべく、9 月 10～28 日の期間に慶野松原荘、

あわじ浜離宮、ホテルけひの海の３つホテル、および土居

オートマリンで、留め置き方式にてアンケートを実施、有

効回答数は62名（男性：27.4%、女性：72.6%）であった。 

また位置情報ビッグデータを用いた利用行動調査は、

au(KDDI)スマートフォンのデータを活用、来訪者の居住地

特性の把握、利用者数の年推移、慶野松原の利用密度の把

握を捉えた。なお、データの提供元は KDDI・技研商事イ

ンターナショナル「KDDI Location Analyzer」で、利用者数

は実数から算出された全利用者数の推計値を採用（データ

には 10 代以下、およびインバウンド観光利用者のデータ

は含まれない）、15分以上滞在者を対象とし、2020年は新

型コロナウィルス感染拡大の影響が大きいことから、2019

年のデータを活用した。 

以上の結果を踏まえ、観光まちづくりのテーマを明確に

するべく、2回のワークショップを開催した。１回目は2020

年10月14日に「慶野松原を魅力的にするためのアイデア

出し」について、2 回目は 12 月 18 日に「慶野松原で実施

したい活動」について議論を行った。以上の成果を踏まえ、

次年度以降に実施する事業の整理と、慶野松原のランドス

ケープデザインを提案した。 

３.慶野松原を訪問する観光客の利用実態 

ここでは、慶野松原の来園者の利用者意識や利用行動か

ら、本地域の利用実態を明らかにするとともに、今後のま

ちづくりのあり方について考察する。 

（１）慶野松原の知名度（図-1） 

 慶野松原の知名度は「行ったことがある」が18.6%、「知

っているが行ったことはない」が15.0%で、合わせて33.6%

であった。「名勝」指定されているが、対象が兵庫県民であ

ることを考えると、知名度はそれほど高くない。特に20代

の8割が慶野松原を「知らない」と回答しており、若い世

代ほど知られていない実態が明らかとなった。 

（２）慶野松原への来訪頻度および時期（図-2、3） 

慶野松原への来訪頻度をみてみると、「行ってない」と回

答した県民が52.6%と、およそ半数の県民は淡路島に行っ 
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ていないことがわかる。また、行ったとしても「1～3 回」

が40.1%と少ない。季節的にみると夏（38.4%）と春（26.9%）

が多く、秋（9.8%）と冬（4.7%）が少ない。以上のことか

ら、リピーターを誘客するためのプログラムや、秋冬のプ

ログラムが課題であることがわかる。 

（３）海沿い地域に対する印象（図-4） 

慶野松原を含めた海沿い地域に対する印象を聞いたとこ

ろ、「夕景･夜景」の印象が 42.7%と最も強かった。次いで

「松林などの自然景観」が25.4%、「食体験」が29.2%、「お

土産」が 23.8%、「海水浴やマリンスポーツ」が 29.9%と、

以上5項目の印象が強いことが分かった。 

しかしこれらの項目の中で、実際に慶野松原を訪れた

方々の印象では「食体験（-0.08）」「お土産（-0.10）」「海水

浴やマリンスポーツ（0.26）」に対する評価が低かった。「夕

景・夜景（1.52）」「松林などの自然景観（1.26）」は期待ど

おりだが、「食体験の場｣や「お土産を購入する場」、「海水

浴やマリンスポーツに関連する施設」は、良い印象を持っ

て慶野松原に来てみたら良くない印象であったということ

を示しているので、これらの項目の充実化は必須であると

いえる。なお（ ）内の数字は、慶野松原のホテルや体験

施設に設置したアンケートの結果で、各項目について「非

常に満足（2点）」から「非常に不満（-2）」までの5段階で

評定を求め、その平均評価点を示す。0点が普通、+が肯定

的評価で、－が否定的評価を示す。 

（４）慶野松原に期待する事業内容（図-5） 

 慶野松原に期待する事業をみてみると、世代や性別によ

って多様であることがわかった。すなわち、若い世代は「男

女共通で花火など大規模イベント」が期待され、男性に限

ってみてみると、「海水浴関連施設」や「BBQ 関連施設の

整備」が期待され、女性に限ると「食体験」や「マリンス

ポーツの充実化」が期待されていることがわかる。一方、

中年世代は「松林などを活かした自然体験」や「遊歩道整

備」が期待されていることが分かった。このように属性に

よって嗜好が異なることから、ターゲットに合わせた事業

を検討することが重要であることがわかる。 

（５）観光客の居住地特性 

慶野松原の観光者がどこから来訪しているかを把握すべ

く、位置情報データから居住地特性を把握、近隣の海水浴

場である大浜海岸と吹上浜と比較した。結果、３つの海水

浴場ともに「淡路島内」「淡路島以外の兵庫県内」「大阪府」

がそれぞれおよそ 1/3 の割合で占められていることがわか

り、淡路島における3つの海水浴場の来訪者居住地特性に、

特に大きな差はない。 

（６）利用者数の年推移（図-6） 

利用者数の年推移の特徴をみてみると、左図の総計のグ

ラフから、春から夏にかけて来園者数が増加し、9 月に一

気に下降することがわかる。秋冬のプログラムが課題であ

るが、特に海水浴シーズン直後のあり方を検討する必要が

あるだろう。次に年齢別の推移をみてみると、8 月以外は

50代、60代が半数を占めていることがわかる。特に60代

図-1 慶野松原の認知度 

図-2 来訪頻度 図-3 訪問時期 

図-4 淡路島の海沿い地域に対する印象 

図-5 慶野松原に期待する事業内容 

図-6 利用者数の年推移 
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は秋冬も多く、地域住民を除くとホテル利用の来訪者が多

くを占めることが伺える。30、40代は夏場利用が多く、こ

れは家族で海水浴に訪れていることの現れとみることがで

きる。一方、20代は年間通して来訪が少なく、そのような

若い世代に向けた事業の検討が課題であるといえるだろう。 

（７）まとめ 

以上の調査結果から以下の点について検討が必要である

といえる。まず、知名度が 33.6％と低いことから慶野松原

のPRをより強力に進める必要があるだろう。特に20代は

2割しか知らないことから若い世代へのPR、誘客が課題で

ある。次に、慶野松原を訪問した人の印象について、「食体

験」「お土産」「海水浴・マリンスポーツ」の評価が低く、

期待を満たしきれていないことから、これらの項目に対す

る対策を急ぎ検討する必要があるだろう。さらに、来訪時

期を捉えると、春～夏にかけて来園者が増加するが、9 月

の海水浴シーズンが終わると同時に一気に下がることから、

秋冬の魅力づくりが課題であるといえる。 

以上の利用実態に加え、慶野松原の松林の景観特性とし

て、砂浜と松林、さらには海浜植物が一体となった景観「白

砂清松の景観」が挙げられ、それを支えているのは地元住

民による落ち葉掻きや下草刈りであることから、その活動

の継続性を担保する仕組みづくりも重要であろう。 

４. ワークショップを通じた観光まちづくり計画の策定 

次にワークショップでは「松林と砂浜の保全・夕日の魅

力と活用・自然を活かしたイベントの実施」「食の豊かさ・

食べる環境の充実、コンテナショップなど働く場所づくり、

訪れた人にお金を落としてもらう仕組みづくり」「キャンプ

サイトの改善、慶野松原での多様な過ごし方」「銅鐸の活用」

「ＰＲをどうするか」「遊歩道や貯水池について」「その他

の魅力的なイベント」の７項目に関する魅力や課題、提案

を得ることができ、観光客の利用実態結果と合わせて、以

下の4つのコンセプトとゾーニング（図-7）を計画した。 

（１）夕日や松林を守る、活かす 

－淡路島随一の夕景スポットと砂紋の残る白砂青松の風景

を継承、活用、発信－ 

日本の夕陽百選にも選ばれている慶野松原の夕日は貴重

な財産である。特に慶野松原の海岸景観にはテトラポッド

などの人工物がないのが特徴で、美しい水平線に沈む夕日

は誘客力のある資源であることから、これを積極的に活用

していくこととする。また2.5kmにおよぶ松林も貴重なラ

ンドスケープ遺産であり、松林と砂浜のセット景観（さら

には海浜植物も含めた景観）は淡路島随一であること、ま

たこの松林は南あわじの農業を守る防風松林であることを

考慮し、活用とともに未来に継承することを基本とする。

特に白砂青松の景観を維持してきた落ち葉掃きや下草刈り

も大切な活動で、そこに形成される「砂紋の美」は、人と

松との大切な歴史を感じることが出来る風景として、生活

者にも観光客にも広く理解を促し、管理活動への参加に繋

げていくこととする。 

（２）泊まる、とどまる 

－慶野松原での新たな過ごし方の提案－ 

慶野松原が抱える大きな課題として、施設の老朽化や破

損、使われていない空間の存在が挙げられることから、そ

れらの改善は必須である。足洗場やトイレ、シャワーなど

の設備の改善とともに新たなキャンプサイトの構築を目指

す。また、新型コロナウィルス感染拡大に伴う、市民の屋

外空間で過ごすことへの欲求の高まりを受け、松林での森

林浴や多様なマリンスポーツを組み込んだ慶野松原スタイ

ルのワーケーションやグランピングも整備を検討する。さ

らに建て替えが議論されている慶野松原荘は、地元の方々

も海水浴客も気軽に利用できる施設への転換を目指す。 

（３）食べる、買う 

－淡路島らしい食体験の提供－ 

 観光客の意識調査で「食体験」と「お土産」の充実が課

題として指摘された。南あわじ市には、海の幸から里の幸

まで、また名物料理など、多彩な淡路島らしい食資源や食

体験が豊富に存在することから、キッチンカーやガーデン

カフェなどでそれらを提供していく。また、地域の農産物

や土産物を販売するファーマーズマーケットの定期開催や、

新たな商売の場としてチャレンジショップによる出店機会

も提供し、お金を落とす仕組みを活動の中に盛り込んでい

くこととする。 

（４）遊ぶ、体験する 

－地域コミュニティと作る多彩なレクリエーション－ 

 これまで花火大会やドライブインシアターなど、多彩な

イベントを開催してきた慶野松原ではあるが、ここで慶野

松原を代表するイベントの絞り込みを行い、それを集中的

にＰＲする。特に、年間を通じた体験プログラムづくり（夏

以外の魅力づくり）が課題であることから、夕日や松林な

ど季節に影響を受けない資源活用を検討する。また、観光

客が体験可能なレクリエーションを多様に発信すべく、プ

ログラムを統括し発信する組織づくりも必要である。海水

浴やマリンスポーツに加え、自然観察会やクラフト体験な

ど、小規模でも多彩に実施できるアクティビティを揃えて

いきたい。 
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図-7 慶野松原ゾーニング 
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観光コンテンツにおけるCGVRの実態と利用者の評価からみた可能性と課題に関する研究 

和歌山大学大学院システム工学研究科  﨑山 皓平 

和歌山大学大学システム工学部  佐久間康富 

１．はじめに 

１―１. 研究背景 

近年の日本では地域産業が停滞する中、地域を活性化さ

せる手段としての観光が必要とされている。また観光はそ

の範囲をエコツーリズムやグリーンツーリズム、または、

ヘルスツーリズム、産業観光などへと拡大し続けている 1)。

そして、その拡大の一環として近年は着地型観光が注目さ

れ、各地で実践的な取り組みが進められている 2)。 

現在、近畿経済産業局による「VR・AR 等の先進的コン

テンツを活用した取組実態及び知的財産権活用に関する調

査」報告書 3）によれば、VR・AR等活用分野についてビジ

ネス・産業用途としての観光・地域活性化への活用への関

心が高まっている。また、AR・VRを用いた観光コンテン

ツは新型コロナウイルス感染症の影響（以下：コロナ禍）

による緊急事態宣言の発令等に伴い遠距離移動への制約が

生じた結果、現地を訪問できない代わりに、AR/VRや、ア

バターロボット、遠隔操作技術を用いて仮想的に観光地へ

訪問する取り組みも行われた 3)。また、仮想空間上のミー

ティングスペースに複数人で集まり、情報共有や意見交換

などのコミュニケーションを図る試みも行われている。 

地域の情報発信を目的とする観光コンテンツに関する研

究は、観光客視点からの着地型観光の課題の考察を行った

才原らの研究⁴⁾、ソーシャルメディアを活用した景観の分析

を行った大崎らの研究⁵⁾や加藤らによる歴史的市街地にお

ける地域主体型観光イベントに関しての研究⁶⁾、丸上らによ

るロケツーリズムーリズムを契機とする観光振興に向けた

課題に関する研究⁷⁾がある。また、HMDを用いた観光コン

テンツに関する研究は、大井田らによる360度動画のドー

ム映像とHMD映像の比較研究⁸⁾や、HMDの頭部回転操作

を伴う360度動画視聴による景観の印象に与える影響に関

する研究がある 9)。 

以上のコンテンツや研究はAR・VR 技術の発展に伴い、

試行的に行われ始めているが、実際にユーザーの意見を踏

まえたコンテンツのノウハウに関してはまだ十分に議論さ

れておらず、またその中でも3次元モデルを用いた観光コ

ンテンツに対する議論は十分ではない。今後、多くの人々

に利用され自治体がより効果的な観光コンテンツを作成す

るためには、ユーザーの意見をふまえた情報発信に向けた

ノウハウを整理する必要があると考えられる。 

１―２. 研究目的 

本研究では、観光コンテンツにおけるCGVRやそれらを

活用したサービスを開発・展開する企業・自治体を対象と

し、観光コンテンツにおけるCGVRの実態を把握し、今後

地域の情報発信になりつつある観光コンテンツにおける

CGVR の可能性や課題を明らかにすることを目的とする。 

１―３. 研究方法 

（1）観光コンテンツにおけるCGVR やそれらを活用した

サービスを開発・展開する企業・自治体に対して、電話

や WEB 通話でヒアリング調査を実施し、その取り組み

内容についての整理を行う。 

（2）現在作成されている観光コンテンツを HMD(1)を用い

て未経験のユーザーに体験をしてもらい、コンテンツに

対し感じた魅力・愛着度合いなどをアンケートで回答し

てもらう。なお、調査では 1 人単位、2 人単位でそれぞ

れ体験してもらい、その調査結果を比較する。観光コン

テンツにおける CGVR 内でのコミュニケーションの有

無が、ユーザーに与える地域の魅力を感じ方への影響を

明らかにする。 

（3）ユーザーの行動や発言をVR空間内で確認し、観光コ

ンテンツにおける CGVR 内でのユーザーの行動や発言

を整理し、その傾向を明らかにする。現在作成されてい

る観光コンテンツにおける CGVR の目的や体験価値を

ユーザーが受け取っているのかを確認することによって、

観光コンテンツにおけるCGVR制作における実態・可能

性・課題の整理を行う。 

２. 観光コンテンツにおけるCGVRの実態

２―１. 調査方法

2021 年 9～10 月に観光コンテンツにおける CGVR やそ

れらを活用したサービスを開発・展開する企業、自治体、

個人事業主に対しヒアリング調査を実施した。（表―１） 

２―２. 研究対象選定 

本研究では、ソーシャル VR プラットフォームである

VRChat(2)、Cluster(3)上で、誰でも参加可能なワールドとし

て公開されている観光コンテンツから、利用者数の多い観

光コンテンツを対象とした。そのコンテンツの中からコン

タクト可能な方に対し、以下の日時に 30 分-1 時間のイン

タビュー調査を行った。原則は電話やWeb通話でのインタ

ビュー調査としていたが、先方の都合によってアンケート

調査に変更したところもある。 

表―１ インタビュー調査実施日時と調査対象者 

対象コンテンツ 調査対象 調査方法 調査日 

バーチャル
OKINAWA 

株式会社あしび
かんぱにー 

電話インタビ
ュー 

2021年9月
9日 

バーチャル渋谷 一般財団法人渋
谷区観光協会 

メールによる
書面回答 

2021年10
月31日 

銭洗弁天VR 藤原龍さん Zoomインタビ
ュー 

2021年10
月27日 

Colmar Town ノーベルチョコ 
さん 

Googlemeet 
インタビュー 

2021年10
月19日 
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２―３. 調査結果 

２―３－１. 制作背景 

バーチャルOKINAWA、バーチャル渋谷は主にその地域

の企業を主体とし、地域への誘客不振を背景にデジタル技

術を用いて、コンテンツ作成が行われている。銭洗弁天VR、

Colmar Town は主に制作者が行った観光地をデジタル技術

を用いてアーカイブ保存するような「個人の趣味活動の一

環」から生まれているコンテンツであった。 

２―３－２. 制作目的 

バーチャルOKINAWA、バーチャル渋谷は主に地域の歴

史、文化を情報発信し、地域への誘客を目的としていた。

銭洗弁天VR、Colmar Townは個人の観光体験の共有や、空

間の保存を目的としていた。 

２―３－３. サービス内容 

バーチャルOKINAWA、バーチャル渋谷はコロナ禍で中

止となってしまったイベントや音楽イベントなどを行って

いた。銭洗弁天VR、Colmar Townは多言語音声ガイドのよ

うな体験を補助するものや船に乗って街を巡るもの、食べ

歩きのような観光の疑似体験を提供するものがあげられた。 

これらのコンテンツは主にVRChatまたはCulster上にて

提供されている。また、観光コンテンツ内で様々なイベン

トを行っているバーチャル渋谷、バーチャルOKINAWAに

関しては、イベントの様子を発信するためにYouTubeを利

用したライブ配信も行っている。 

２―３－４. 導入効果 

コロナ禍により、オンラインでのイベントでは多くの方

が来られた。ユーザーはVRならではの体験から、「本当に

ライブハウスにいるようだった」「離れて会えない友達と一

緒にライブが観られた」といったようなポジティブな意見

があげられた。ほかにも、旅行前の良質な下見と、一度そ

の場所に行った経験のあるユーザーが行った旅の思い出を

思い起こす、また、思い起こさせるコンテンツとして機能

していた。 

２―４. まとめ（表―２） 

ヒアリングを行った4社のコンテンツ作成の目的に大き

な変わりはなく、全社共にユーザーに観光体験をしてもら

うことを目的としていた。 

課題としてハード面、デバイスの普及は全社共に話があ

げられていた。また、制作目的は明確だが、その達成方法

に関しては各社模索している状態であった。明確な制作の

指標がないため、観光コンテンツ作成の方針不足が課題と

してあげられる。解像度や視野角のような技術的にもデバ

イスの普及についても現状、発展途上である。個人的な活

動としてコンテンツ制作が行われる際にはその必要はない

が、今後自治体や公的団体が政策的に行って制作にあたる

うえでは、明確な指標が必要となってくるだろう。 

表―２ヒアリング調査結果（4社）のまとめ 
対象 

コンテンツ 実施団体 制作経緯 目的 サービス内容 提供形態 導入効果 写真 

バーチャル
OKINAWA 

株式会社 
あしびかんぱにー 

2020年、那覇市国際通
り商店街振興組合連合会
と連携しクラウドファン
ディングを実施し資金調
達。VRChatでのワール
ド開発並びに企画、運営

を行う。 

その土地の歴史を学んだ
り、文化に触れたりする
中で、より沖縄に興味を

持ってもらい、 
実際の沖縄への誘客を 

目的とする。 

臨場感あふれる商店街の
雰囲気が楽しめだけでな
く、コロナ禍で中止とな
ってしまった沖縄の様々
なイベントもバーチャル
上で開催している。 

VRChat、YouTube 
live 

来場者２万人（2021年9月
9日現在） 

2021年9月4日の「一万人
のエイサー踊り隊2021オン

ライン」のベントでは
YouTube liveの視聴者含め

1万人以上が来場 

バーチャル 
渋谷 

KDDI株式会社 
一般社団法人渋谷
未来デザイン 
一般財団法人 
渋谷区観光協会 

渋谷スクランブル交差点
のオーバーツーリズムの
回避と渋谷のまちの回遊
性の向上が課題にあった 

「第二の渋谷」として渋
谷の街に続いてきたカル
チャーを途絶えず発信し

続けることを 
目的としている。 

アート、音楽、ファッシ
ョンといった渋谷が有す
るエンターテイメントな
どのさまざまな文化を深

化させる拡張体験 

VRChat、
cluster、YouTube 

live 

2020年3月〜5月に行われ
た音楽イベントでは、 

「本当にライブハウスにい
るようだった」「離れて会
えない友達と一緒にライブ
が観られた」など、多くの
人からポジティブなコメン

トをいただいた。 

VR銭洗弁天 藤原龍さん 

フォトグラメトリ技術を
使い、はじめは観光地を
丸ごとスキャンし、デジ
タルアーカイブにしたい

と思い始めた、 

個人の観光体験の共有 
空間の保存 

多言語音声ガイド 
VRアート体験 
夜空、桜 

食べ歩きの疑似体験 

VRChat、cluster 

VRで行ったあと、現地に行
きたくなって実際に現地に
行ってくださった方や、再
訪問ではなく、初めて行っ
たみたいな人もいて「VRと
おなじだ」という感想をい

ただけた。 

Colmar 
Town 

ノーベルチョコ 
さん 

スイス在住、趣味でコン
テンツ作成を行ってい
る。デジタル技術用いて
行って楽しかったところ

を保存。 

その空間を歩いた体験そ
のものを保存する。自由
に歩くとことで3Dモデ
ルを超えた体験を提供。 

ヨーロッパの街並みを 
歩く体験 

船に乗る体験 
VRChat、STYLY 

一回行った体験を思い起こ
すためにワールドを歩く。
そこに行った経験のある人
が行った旅の思い出を思い
起こす、思い起こさせる 

コンテンツとして 
楽しんでいた。 
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３. ユーザー評価による可能性・課題

３―１. 調査方法

アンケート調査は既往研究 10)を参考とし、評価指標は 7

段階での回答。2021年10月～11月の大学生・大学院生を

対象にCGVRに1人単位、複数名単位で入った際に、街へ

感じた魅力・愛着度合いなどに違いがみられるのかを調査

する。また、ユーザー体験の動画を書き起こしてユーザー

発言や行動の様子とその後のヒアリング調査から観光体験

の分析を行った。 

ユーザーの行動や発言をVR空間内で確認する。ユーザ

ーの行動が対象とする観光コンテンツにおけるCGVRの

目的との関係性を明らかにする。 

表―３ユーザー調査概要 

対象 大学生・大学院生（男性:11名、女性1名の計11名） 

調査日 2021年10月～11月 

対象コンテンツ バーチャルOKINAWA 

調査指標 7：非常にそう思う～4:どちらともいえない～1::非常に
そう思わない 

図―１ ユーザー調査の様子（筆者撮影） 

３―２. 調査結果 

アンケート調査によって「沖縄の知らなかった場所につ

いて学ぶことができましたか」「沖縄の知らなかった場所に

ついて理解を深めることができましたか」「沖縄の文化を肌

で感じることができましたか」「沖縄の人々の生活を知るこ

とができましたか」の項目において、いずれも1人での体

験においてポイントが高かった。CGVR内でのコミュニケ

ーションの有無が、ユーザーに与える地域の魅力を感じ方

への影響に関しては、項目によって1人の場合がポイント

の高いもの、2 人のほうがポイントの高いものがそれそれ

あったことから、観光コンテンツ内でのコミュニケーショ

ンと地域の魅力向上との相関はみられなかった。ユーザー

の行動から察するに2人で体験した際はそれぞれ会話を楽

しみコミュニケーションに集中してしまったと考えられる。 

表―４ヒアリング調査結果 

ユーザーの感想 ・建物や街並みのスケール感が味わえた。 

・自分で好きなようにまちを回れた。 

・VR でみたものと比較を行うためにリアルに行ってみ
たいと思った。 

・知らない街をざっくりと周ることで下見ができた 

・街なみを見て以前にいった沖縄の体験が思い起こされ
た。 

ユーザーの要望 ・街の空気や賑わいが感じられなかった。 

・いろんな時間帯の沖縄を見てみたい。 

・沖縄なので海には入れたらもっと楽しいかも。 

・現在の気温や湿度を見られるパネルがあったら沖縄に
来たのだと感じる。 

ヒアリング調査を基に筆者作成 

ユーザー発言や行動の様子とその後のヒアリング調査

（表―４）においては、ユーザーの体験として満足度の高

かった箇所の共通点として、「建物や街並みのスケール感が

味わえた」「自分で好きなようにまちを回れた」、などが上

げられた。また要望としては「街の空気（賑わい）が感じ

られなかった」「いろんな時間帯の沖縄を見てみたい」とい

う、観光の疑似体験を得られるための現地の情報提供に関

しての意見やアイデアが多くあげられた。今後もより多く

のユーザーに試してもらうことが必要だと考えられる。 

図―２アンケート結果 

４. 観光コンテンツにおけるCGVRの可能性と課題

４―１. 可能性

（1）VRならではのスケール感を感じられる 

ユーザーの印象に残った場所の多くはスケール感を感じ

られる街なみであり、その街のランドマークとなる場所が

多かった。またユーザーの感想からも、「建物や街並みのス

ケール感が味わえること」と、リアルな街並みの再現や建

物のスケール感を感じることが良かったと意見が上げられ

た。 

（2）自分で好きなように街を回れる 

またユーザーの感想から、「自分で好きなようにまちを回

れること」自分の行きたいところを自由に散策できるとこ

0 1 2 3 4 5 6 7

VR観光を友達に勧めたいと思いましたか

VR観光の体験は面白かったですか

他の人ができないような体験を

することができましたか

相手と自然にコミュニケーションが

できましたか

相手の新たな一面に

ふれることができましたか

相手といろいろな体験を

共有することができましたか

相手と今まで以上に仲良く

なることができましたか

相手と多いに語りあう

ことができましたか

相手と親ぼくを深める

ことができましたか

VRで沖縄にまたきたい

と思いましたか

沖縄にまたきたいと思いましたか

沖縄はびくびくしましたか

沖縄ではのんびりできましたか

沖縄は面白いと感じましたか

沖縄の雰囲気が気に入りましたか

沖縄に住んでみたいと思いましたか

沖縄で何かしたいと思いましたか

沖縄の人々の生活を

知ることができましたか

沖縄の文化を

肌で感じることができましたか

沖縄の知らなかった場所について

理解を深めることができましたか

沖縄の知らなかった場所について

学ぶことができましたか

2人 1人

（人） 

凡例 
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ろがVR動画との違いであり、自分で街に触れる体験とし

て、観光コンテンツへの可能性であると考えられる。 

（3）良質な観光の下見 

ユーザーの感想から、「知らない街をざっくりと周ること

で下見ができた」と意見が上げられた。知らない街の文化

や、その土地の商品などを知れることで、街の魅力発見や、

その街に観光に行く事前学習としても有用ではないかと考

えられる。 

（4）観光体験の思い起こしができる 

沖縄に行った経験のあるユーザーが街並みを歩いて、「以

前の体験を思い起こした。」このことから、旅行の写真を見

返すように体験を思い起こすツールとしての可能性や、そ

れにより再訪意欲を喚起する可能性があると考えられる。 

４―２．課題 

（1）疲労感・不快感 

HMD条件での観光体験に伴う疲労感や不快感（VR酔い）

が少なからず生じている。VR酔いとは，VR環境から提供

される3次元空間内の移動を意味する視覚，前庭覚及び固

有覚の各空間情報間のミスマッチによって脳内の空間認識

機能に混乱が起きることで発症する 11)。VR 酔いにより観

光コンテンツの印象評価への影響が懸念され、VR 酔いの

状態での体験はユーザーのコンテンツへの印象評価に大き

く影響するため、効果的にコンテンツを体験するためには、

目的のポイントへ誘導するような案内やガイドラインもし

くは、観光コンテンツの空間内を案内するスタッフを配置

する工夫が必要である。 

（2）再現度が不十分である 

ユーザーの感想から、現地に行く疑似体験として、「現地

の人の声や賑わいが感じられず、現地に行く疑似体験が得

られない」「沖縄なので海には入れたらもっと楽しいかも」

というような意見が上げられた。ユーザーの観光体験向上

のため、現地の情報をいかにのせることができるかが課題

である。現地の気温や湿度の表示やより高精度な街並みの

再現についても要望として上げられた為、今後の観光コン

テンツ制作において留意すべきである。 

図―３ 可能性と課題の整理 

５. おわりに

本研究では、観光コンテンツにおけるCGVR に着目し、

その先進事例から観光コンテンツにおける CGVR の実態

について明らかにした。またユーザー調査から3次元モデ

ルを用いた観光コンテンツの実態を整理し、可能性と課題

を明らかにした（図―３）。 

今後の観光コンテンツ作成においてはユーザー調査にて

課題としてあげられた再現度という点において、さまざま

なユーザーの意見があげられたため、ユーザーの意見を踏

まえ観光の疑似体験をより感じられるために、現地の情報

をいかにコンテンツ内に提供できるかということが重要と

なってくる。また、自治体や公的団体が政策的に行って制

作にあたるうえでの事例の蓄積と明確な指標の作成が今後

必要となってくると考えられる。今後の研究課題としたい。 

補注 

(1)Head Mounted Displayの略で、左右の目の視差を用いた立体映像による

VR（仮想現実）の表示装置の総称 

(2)VRChat Inc.によって運営が行われているソーシャルVRプラットフォー

ムである。初リリースは2016年2月1日,https://www.vrchat.com、

2022.6.22閲覧 

(3)クラスター株式会社運営のソーシャルVRプラットフォームである。初

リリースは2016年2月,https://cluster.mu,2022.6.22閲覧 
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簡易宿所の成立背景とオーバーツーリズムにともなった変容に関する研究

龍谷大学大学院政策学研究科  川井 千敬 
龍谷大学政策学部  阿部 大輔 

１ はじめに 
⑴ 研究の背景と目的 
近年、国内の観光都市はインバウンド観光の成長にとも

なって宿泊客が増加し、宿泊施設は急増した。中でも京都

市では、旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を取得した

民泊、ゲストハウス、また狭小な敷地に建つ宿泊機能に特

化したペンシルビルのようなタイプの宿泊施設が急増した。

簡易宿所は、このような規模、客層およびそれらに応じた

さまざまな施設構成の宿泊施設を受容してきた。 
 本研究では、こうした曖昧性を容認してきた簡易宿所の

成立過程と、その性質の変容過程を考察する。そのうえで、

近年のオーバーツーリズムに端を発する観光現象、観光政

策の変化を受けて簡易宿所がさらにどのような変化を遂げ

たかを明らかにする。 
⑵ 既往研究の整理 
宿泊施設一般を広く対象とし、その変化に関する論説と

して、戦後の宿泊施設の法制度から分析、課題を提示した

寺前（2005）1)、宿泊施設の新潮流として宿泊特化型ホテル

であるビジネスホテルの表出に言及した廣間（2013）2)が挙

げられる。 
 簡易宿所の発達過程に関する既往研究については、簡易

宿所の形成と密接に関連してきたドヤ街を対象にしつつ、

簡易宿所の形成が論じられてきた。上畑（1995）3)は、釜ヶ

崎のドヤ街では、かつて木賃宿と言われた安宿から転じ、

日雇い労働者の受け入れ先として簡易宿所となったと触れ

ている。また鈴木（2011）4)は、東京山谷地域における日雇

い労働者の拠点となった簡易宿所街の形成について、1945
年の東京大空襲による被災者援護のため、東京都が木賃宿

に寝具を提供し、この結果、山谷地域に簡易宿所街の原形

となるテント村が形成されたと指摘している。このような

寄せ場と呼ばれる地域の簡易宿所では近年、寄場機能の弱

体化とイメージの変化によって新たな客層である外国人旅

行客およびビジネス客に注目した経営転換がされており 4）、

簡易宿所が観光客向けの空間に変容しつつある。 
 以上の既往研究を概観すると、ドヤ街における木賃宿、

簡易宿泊所の形成と、戦後から高度成長期までの宿泊施設

の細分化の過程は把握されている一方で、簡易宿所の成り

立ちやその性質の変容過程については断片的な記述にとど

まる。 
⑶研究の対象と方法 
 本研究は、国会会議録や行政一次史料、法改正時の文献

を参照し、簡易宿所の発達経緯の議論をたどりながらその

変容過程を考察する。 

２ 旅館業法の沿革とその改正内容 
 旅館業法の成立以前、宿泊施設に対する取り締りは、警

察命令に基づき、各都道府県で異なった指導を行なってい

た。旅館業法はこうした多数人の集合出入りする場所の衛

生上の取り締まりと指導を徹底するため(1)、公衆衛生の見

地から 1948 年に制定された。同法制定時にはまだ簡易宿

所営業の種別は存在せず、旅館、ホテル、下宿の3種類を

旅館業として位置づけていた。 
1957年の旅館業法改正については次章で詳述するが、特

にその主眼は風俗的見地からの規制にあった。また、簡易

宿所営業が新たに定義づけされた改正でもあった。 
翌年1958年の改正では、同年に廃止される「婦女に売淫

させた者等の処罰に関する勅令」と、「売春防止法」の施行

期日までの間、経過措置として旅館業許可の取り消しおよ

び営業停止に関する規定の整備を図る軽微な修正があった。 
1970年の改正では、学校の周囲100メートル区域に旅館

業が設けられようとする場合、教育環境が害される恐れが

あると認められたときは許可を与えないとする項目を「い

わゆるモーテルと称される旅館が多数設置されるようにな

り、そのなかには、（略）風紀上ないしは教育環境上種々問

題を生じているものもあり、一部地域において社会問題化

している事例さえあるのであります。」(2)（下線筆者。以下

同様）との発言に代表される状況を鑑みて、学校の他、新

たに児童福祉施設、社会教育施設等の条例で定める施設が

制限の対象に加えられた。 
1996年の改正は、その趣旨説明で「旅館業を取り巻く社

会経済状況が大きく変化したことを踏まえ、時代に適合し

た旅館業の位置づけを明確にし、旅館業の健全な発達を図

るとともに、利用者需要に対応したサービスの提供を促進

する必要があります。」(3)と述べている。この改正により、

従来の旅館業法が業界の取締を主とする管理法であったも

のから振興法として改正され、旅館業の健全な発達を目的

とする(4)ものになった。 
オーバーツーリズムの発生を背景とする 2017 年の改正

は、これまで4種別であった旅館業のうち、旅館営業とホ

テル営業を「旅館・ホテル営業」として統合したことが最

大の変更点である。「消費者のニーズの変化、違法な営業者

の広がり等を踏まえ、旅館業に係る規制緩和を進めるとと

もに、無許可営業者に対する取り締まりを強化し、旅館業

の健全な発展を図るため、この法律案を提出いたしました。」
(5)との発言にあるように、違法民泊が急増し、これに対応す

る新法による民泊の適法化と、民泊との市場競争の均衡を

図るため旅館・ホテル営業の大幅な規制緩和が行われた。 
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３ 簡易宿所の成立背景 
⑴ 木賃宿から簡易宿泊所への転換 
簡易宿所の原形は、既往研究 3)にある通りドヤ街で形成

された簡易宿泊所が起源であろう。国立国会図書館の所蔵

検索によれば、その語句の登場は1922年に遡る。峯田一歩

著「真剣に：平和記念東京博覧会会期百五十日間の私の働

振り」5), (6)の中に、「本所區入江町は勞動者の本場で、そこ

には東京市の簡易宿泊所がある。」という記述がある。また、

同年に雑誌「婦人之友」6)の記事に「錦糸堀行電車を江東橋

で下りて直ぐ左へ曲る通りに、其の邊のむさ苦しい家との

間に稍目立つて、東京市の簡易宿泊所と勞働職業紹介所の

大きな建物が立つてゐます。」とあり、すでに社会的に簡易

宿泊所の存在が浸透していたことがうかがえると同時に、

とりわけ労働者が宿泊に利用する場であったことがわかる。 
 とはいえ、簡易宿所の源流となった「木賃宿」という語

は、この時期も依然として頻出していたようである。東京

市社会局が 1923 年に報告した「東京市内の木賃宿に関す

る調査」7)では、「現今木賃宿は一般に食事を給せず宿泊料

を欲し寝具と風呂とを供給して客人を宿泊せしむるものに

して、（略）其後交通の頻繁となるに従ひ漸次設備を改め食

事を供して宿泊せしめ今日の宿屋の發達を見るに至れり、

其間木賃宿は諸藝人、人夫等専ら下層階級の宿泊期間とし

て宿場又は都會の場末等に在して、（略）都市に於ける木賃

宿は一夜泊りのものより長期の止宿者多く、一面下級労働

者の簡易なる居住宅として他面低廉なる宿舎として都會に

於ける人口增加の趨勢に応じて増加の歩を辿るが如し。」と

記している。同調査では明治20年（1887年）から大正10
年（1921年）までの木賃宿の推移を示しており、1921年に

は402軒あった。 
では、木賃宿と簡易宿泊所はどのような対応関係であっ

たか。1922年、社會事業協會(7)から出版された「社會事業」
8)の一文に、簡易宿泊所の整備に関する市議会中の意見とし

て「浅草の如き殷賑の土地に簡易宿泊所を設置するは面白

くない、交通機にも相當に發達して居る事故場末の土地を

撰ぶ方がよい」という反対意見があったことを記している。

また、下竹鉄堂「大東京の裏面」（1929年）9)は、「自分の家

を持たない労働者は、大抵木賃宿に泊るが、この木賃宿が、

衛生上、風紀上、どうも面白くないので、安い宿料で十分

な安息と慰安を与える為に、東京市は簡易宿泊所を建てた。

（略）尚食堂を附設して安価な食事も出来る様にしてゐる。

よくよく困つた者には無料で泊めることもある。」と記して

おり、救援事業としての簡易宿泊所の性質を示している。

東京以外の簡易宿泊所については、横浜市社会課（1930）
「横浜市内に於ける公営宿泊施設」10)が同市の簡易宿泊所

について以下のような記述を残している。「大震災後復興事

業の進捗に伴い、労働の需要激増と共に本市に多数労働者

の集中せるを以て、本市は之等労働者のために、簡易宿泊

所設置の急務なるを認め、（略）指定寄付金の十二万二四五

円を以て先に震災によりて倒潰したる翁町二丁目市営翁町

共同住宅館跡に簡易宿泊所を建設し、大正十三年七月三日

開所せり。」 
 以上のような記述から、日雇い労働者市場における労働

者のための木賃宿の集積ののち、地方自治体の宿泊行政と

して公的に簡易宿泊所が整備されていったことが明らかに

なった。 
⑵旅館業法改正時の議論と簡易宿所の成立 
一方で、旅館業法に基づいた簡易宿所の成立は、1957年

であり、その語句の定着から30年以上経過している。1957
年時点でも簡易宿所の性質は上述の日雇い労働者と密接に

関連しており、当時の雑誌記事 11)では労働問題からの観点

表−１ 旅館業法の沿革 

※下線筆者 

公布日 趣旨説明 主な内容

1948.7.21

　從來、旅館、ホテル、下宿、アパート等の、いわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他の興行場
に対する取締りは、警察命令に基き、各都道府縣知事がこれを行つてまいつたのでありまするが、それらの取締
り指導の対象及び方法は、各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正をはかること
が困難であつた実情であります。しかしながら、これら多数人の集合出入りする場所の衞生上の取締りは、公衆
衞生の見地から軽視することができない問題でありますので、この際統一的な基準を定めて、その徹底強化をは
かるためこれらの法律案を提出した次第であります。（第二回国会 衆議院 厚生委員会 第17号 昭和23年6月27日）

「旅館業」を、都道府県知事の許可を受けて、業としてホテル、旅館又は下宿を経営することと定義づける

1957.6.15

　最近は、一部の地域において、教育上からも、種々批判されるような事例も生じ、（中略）風俗的見地をも加
味した規制を加える必要が生じて参りました。このような社会情勢に対処するため、（中略）営業施設の水準の
向上を期するとともに、風紀面をも考慮し、真に健全な旅館業の育成指導をはかることにつきまして、その成案
を得ましたので、ここに本法案を提出いたした次第であります。（第26回国会 参議院 社会労働委員会 第21号 昭和32年4
月6日）

①善良の風俗が害されることがないよう風俗的見地を加味し、必要な規制をあわせて行いうるよう法目的を改め
る
②施設の構造設備の基準は都道府県において適宜設けることとなっていたが、政令で規定する（簡易宿所を新た
に定義づけ）
③新たに旅館業を、施設の使用方法、広告方法等その利用方法の基準を政令で定める
④営業許可の基準に人的要件を加え営業者の質的向上を図る
⑤営業者が刑法等風紀関係の法令に違反したときは営業許可の取消、停止等の行政処分を行いうる
⑥学校の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内で旅館が設けられることにで、その教育環境が著しく害される
おそれがあると認められるときは許可を与えないこととする等の措置をとる

1958.3.31

　昨年、旅館業法の一部が改正され、旅館業に対する従来からの公衆衛生上の規制に加え風俗的見地からの規制
をも行い得るものとされたのでありますが、第八条に規定されている婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勘
令が、本年四月から、売春防止法附則第二項の規定によって、廃止されることとなりましたので、これに伴い関
係規定の整備をはかろうとするものであります。（第28回国会 参議院 社会労働委員会 第7号 昭和33年2月18日）

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令が廃止されることに伴い、第八条中に規定されている「婦女に売淫
させた者等の処罰に関する勅令に規定する罪」を「売春防止法第二章に規定する罪」と改める

1970.5.18

　近年、健全なレクリエーションの普及、観光事業の発展等に伴い、旅館業はとみにその重要性を加えてまいり
ました。（中略）ところが、最近、都市近郊や幹線道路周辺等にいわゆるモーテルと称される旅館が多数設置さ
れるようになり、そのなかには、健全な宿泊施設としてふさわしくないものも見受けられるのであります。
　このような状況にかんがみ、（中略）風紀面の規制の強化をはかることが急務であると考えられますので、本
案を提出した次第であります。（第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号 昭和45年5月11日）

①従来、学校の敷地の周囲百メートルの区域内に旅館が設けられようとする場合においては、教育環境が著しく
害されるおそれがあると認められるときは許可を与えないことができることとされていが、学校のほか新たに児
童福祉施設及び社会教育施設等で都道府県の条例で定めるものを加える
②従来、旅館営業の許可は、公衆衛生上の見地から必要な条件を付することができることとされていたが、新た
に、善良の風俗の保持のために必要な条件も付することができるようにする

1996.6.21

　現行の旅館業法は、終戦直後に公衆衛生の見地からの取り締まりを目的として制定され、その後、いわゆる善
良な風俗を保持する観点からの規制を加え現在に至っておりますが、旅館業を取り巻く社会経済状況が大きく変
化したことを踏まえ、時代に適合した旅館業の位置づけを明確にし、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用
者需要に対応したサービスの提供を促進する必要があります。（第136回国会 衆議院 本会議 第35号 平成8年6月11日）

①法律の目的を、旅館業の健全な発達を図るとともに、利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの
提供を促進し、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することに改める
②営業者は、利用者の需要に対応した営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上等に努めなければなら
ないとする
③旅館業の健全な発達を図り、利用者の需要に対応したサービスの提供を促進するため、国及び地方公共団体
は、営業者に対し、必要な資金の確保、助言、情報の提供等の措置を講ずるよう努める

2017.12.15
　消費者のニーズの変化、違法な営業者の広がり等を踏まえ、旅館業に係る規制緩和を進めるとともに、無許可
営業者に対する取り締まりを強化し、旅館業の健全な発展を図るため、この法律案を提出いたしました。（第195
回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号 平成29年12月7日）

①「ホテル営業」と「旅館営業」を統合し、「旅館・ホテル営業」とする
②無許可営業車に対して、都道府県知事等が緊急命令を可能にすることおよび旅館業法に違反した場合の罰金上
限額の引き上げる
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ではあるが、「簡易宿泊所の住人は誰か？私は一晩の宿泊の

経験によってだが九九パーセント、自由労働者だと推定し

た。（略）自由労働者の経験を持つ私の友人の語るところで

は、自由労働者は土建や運輸部門にとどまらずあらゆる職

場に入りこんでおり、三菱造船なら三菱造船の作業に従事

していて、三菱造船の工員ではないというばあいがいろい

ろある。（略）典型的な例は、労務提供業者、請負業者が簡

易宿泊所を経営し、（略）請負業者の整員計画に呼応して簡

易宿泊所の側は止宿人に仕事を斡旋するという形になって

いる。」と指摘されており、公的な簡易宿泊所と法的根拠不

在の簡易宿泊所が混在していたと類推できる。 
 以下では、簡易宿所の創設に係る旅館業法改正が審議さ

れた国会審議から、当時の議論をたどる。二章で述べたよ

うに、1948年の旅館業法制定は、主に公衆衛生の改良を主

眼としていた。1957 年の同法改正は、結論から述べれば、

その目的は風紀に関する問題に対応するためであった。神

田博厚生大臣の「よく伝えられる温泉マークというような、

風紀を乱しておるというようなものが出てきておる。」(8)の

発言に代表されるように、風俗的見地から政府が問題視す

る施設が登場し始める。温泉マークとは、昭和25年ごろか

ら拡大した風俗宿泊施設である連れ込み旅館の呼称であり
12)、他に「アベック旅館」「さかさクラゲ」などとも呼ばれ

ていた。一層この観点で議論が盛んになった背景には、東

京千駄ヶ谷における連れ込み旅館の集積と、そこに小学校

が近接していたことにある。昭和 29 年ごろから千駄ヶ谷

に30数軒が立ち並び 13)、小学校から「裸の状態が見える、

あるいはあられもない姿が見える、下からも。」(9)と鳩森小

学校長が発言するように、風紀上の問題のある状況となっ

ていた。この対応として学校からおよそ100メートルの範

囲での旅館業の立地制限が設けられた。 
 こうした風紀上の問題は、翌年に実施される売春防止法

との関わりが深い。国会審議において参考人として招致さ

れた東京都カフエー料理組合会長の発言(10)によれば、「来年

の四月までに、私たちは売春防止法に従って転業をいたさ

なければなりません。そこで今全業者が非常に真剣になっ

て、いかにして転業をしたら、将来の営業と即生活の安定

が得られるか、こういうことで苦労をいたしておるのであ

ります。」「私たちとしましては、（略）新しい業種、あるい

はその規模、その他によってその数字は違って参りますか

ら、（略）できるだけ自分の力で、現実的な方面に転業した

いとは考えておりますけれども、実情は自己資金というも

のはきわめて少いのが多うございます。その点を一つ御考

慮願いたい。」と、転業に際しての施設規模や要件に対する

配慮を訴えている。国会審議では、しばしばこうした風俗

営業に類する施設から旅館業へ転業することを推奨する立

場をとる一方、「擬装転業」を懸念する意見が頻発していた。 
 こうした国会審議もあり、簡易宿所営業は、旅館営業、

ホテル営業のような最低客室数の基準が外され、また構造

設備は和式、洋式にとらわれない定義づけがされた。加え

て、旅館、ホテルと違い宿泊する場所を多数人で共用する

ことを前提とされ、客室の延床面積を 33 ㎡以上とするこ

とが主要な構造基準となった。つまり、旅館業の中では最

も規制の緩やかな宿泊施設として定義づけたのである。 
 以上の国会審議の流れから、政府としては風俗宿泊施設

を正常化したい姿勢を取りつつも、既存の旅館営業、ホテ

ル営業より緩い構造基準を設定することで木賃宿および風

俗営業等の宿泊業者を適法化しようとした意図が推察され

る。簡易宿所は、観光を目的としない労働者や生活者等の

滞在者を受け入れる、旅館やホテルにはそぐわない多様な

宿泊施設の受け皿としての機能を果たしてきたと言える。 
⑶簡易宿所営業創設以降の宿泊施設の多様化 
簡易宿所営業の創設以来、構造基準は 2016 年まで変更

がなく(11)、この間新たに誕生した様々な宿泊施設を受容し

てきた。廣間（2013）2)は、1960年代から1970年代前半に

旅館とホテルの混合形態を持った、簡易宿所の営業形態で

のビジネスホテルが出現したと指摘している。寺前（2005）
1)は、ペンションは観光白書において簡易宿所の項で行なっ

てきているとして、その初出は 1982 年であると述べてい

る。ペンションと同様に観光白書において簡易宿所として

扱われる民宿は、大正末から昭和初期にかけて、白馬山麓

の細野ではじまったといわれる 14)。細野では、1950年に民

宿のうち 8 戸に県当局から簡易宿所の許可を与えられ、

1954 年には 22戸が許可を取得し、現代的な意味での民宿

が誕生した 15)。また、2005年ごろから増え始めたゲストハ

ウスは、ほとんどが簡易宿所営業の許可を受けて営業して

いる(12)。 
 簡易宿所営業の種別は、旅館、ホテルのような規模要件

を満たさない施設を受容し、多義的で文化的な宿泊施設を

受け入れていった過程がある。 

４ オーバーツーリズムによる簡易宿所の変容 
 簡易宿所は様々な宿泊施設の形を受容する旅館業法上の

種別であったことで、宿泊施設の多様化を促進した。一方、

オーバーツーリズム期には、宿泊需要の増大と客室不足か

ら相対的に基準の緩い簡易宿所での営業許可が集中した。 
⑴民泊の分化 
国内では、2003年の観光立国宣言、2006年ビジットジャ

パン事業の開始、2008年観光庁設置をはじめ、観光産業を

基盤とした国づくりの機運が高まり、政府は外客誘致を促

進してきた。2018年には訪日外国人観光客が3,000万人を

突破し、宿泊需要が急速に高まり、宿泊施設が急増した。

そうしたインバウンド観光の急伸に応じて、Airbnbに代表

される民泊が急増した。新たな観光スタイルの登場と定着

は、無許可での営業を行う違法民泊として一部問題化した
(13)。当初は簡易宿所の枠組みを活用することを検討したも

のの、簡易宿所では住居専用地域では営業できないことか

ら旅館業法に変わる新たな定義づけが急務とされ、2018年
に住宅宿泊事業法が施行、民泊は簡易宿所から分離してい

くこととなった。 
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⑵簡易宿所の変容 
 国会審議で民泊が及

ぼす悪影響が度々報告

された京都市では、現在

590 軒までその数を減ら

している(14)。民泊は日数

制限や条例によって厳

しい運営制限が課され

抑制された一方で、簡易

宿所は 2014 年から 2019
年にかけて約 7 倍増加

し、3,337軒と間隙を縫う

形で急増した。 
 オーバーツーリズム期の急激な宿泊需要の増大は、とり

わけ企業経営的な簡易宿所を呼び込んだ。1988年時点の簡

易宿所の営業者は個人が82.6%を占めている 16）。一方で、

新型コロナウイルスの感染拡大前の 2019 年末の京都市に

おける事業者の法人割合は65%である(15)。より経営戦略的

な側面が強化されたことで、簡易宿所の立地は都心または

観光資源の集積地を志向し 17)、狭小な敷地に客室を最大限

配置するペンシルビルのようなビルディングタイプも増加

した。つまり、これまで簡易宿所営業が時宜的な背景を持

って登場した宿泊施設の受け皿となっていた一方、オーバ

ーツーリズム期の簡易宿所は、その基準の緩やかさがゆえ

に宿泊機能を最大化した企業経営的な宿泊施設の増加に寄

与した。 

５ 結論 
簡易宿所の変容の過程は、図-1にまとめられる。 
①簡易宿所営業の種別が新たに定義づけされる以前、寄場

に集積した木賃宿の消失により行き場を失った労働者のた

めに公的な宿泊施設として簡易宿泊所が整備された。 
②1957年の旅館業法改正によって、木賃宿から転じた簡易

宿泊所や風俗宿泊施設、民宿等これまで法的根拠が不在の

まま営業していた宿泊施設の正常化、適法化を図った。 
③旅館業法上の簡易宿所営業には旅館営業、ホテル営業の

ような構造基準および最低客室数の規定がなく、高度成長

期以後のビジネスホテル、民宿、ゲストハウス等新たな宿

泊施設の類型を受容し、宿泊施設の多様化を促進した。 
④オーバーツーリズム期には民泊が新法施行に伴って抑制

された一方、簡易宿所が間隙を縫う形で急増し、その性質

はより企業戦略的な側面を強化した。 

【補注】 
(1)第2回国会衆議院厚生委員会第17号 昭和23年6月27日 (2)第63回国

会衆議院社会労働委員会第20号 昭和45年5月11日 増岡博之委員趣旨説

明 (3)第136 回国会衆議院本会議第35 号 平成8 年6 月11 日 和田貞夫委

員長発言 (4)参考文献1)。 (5)第195回国会衆議院厚生労働委員会第2号 
平成29 年11 月24 日 加藤勝信厚生労働大臣発言 (6)参考文献5)。同書は

大正11年に開催された「平和記念東京博覧会」において味の素食堂を経営

した著者による自叙伝。 (7)参考文献18)によれば、社会事業協会及び中央 

社会事業協会は、1920年代前半から1930年代前半にかけて、社会事業にか

かわる会議の開催、出版物の発行、社会事業従事者の調査や養成等を行って

きた。 (8)第26回国会参議院社会労働委員会第22号 昭和32年4月16日
(9)第26回国会参議院社会労働委員会第25号 昭和32年4月23日 (10)同
上 (11)2016年4月1日に、宿泊者数が10人未満の場合には、宿泊者数に

応じた面積基準（3.3 ㎡×宿泊者数以上）とするよう緩和された。 (12)参
考文献19)によるアンケート調査では、ゲストハウス100軒のうち簡易宿所

営業での許可が85軒であった。 (13) 2016年に実施された「京都市民泊施

設実態調査」によると、施設数2,702件のうち、約68%の1,847件が旅館業

法上は無許可と推測できる施設であったと報告されている。 (14)京都市

「住宅宿泊事業届出受付窓口対応状況（令和 4 年 5 月末時点）」から算出。 

(15)京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧（令和元年12月末現在）」を参

照し、その申請者氏名から判断した。 

【参考文献】 
1)寺前秀一（2005）「戦後における宿泊法制度の分析と課題」『観光研究』, 
Vol.16, No.2, pp.29-38 2)廣間準一（2013）「ホテル業界の新潮流に関する一

考察」『大阪観光大学紀要』, No.13, pp.89-96 3)上畑恵宣（1995）「ドヤ街に

おける公的扶助-東西比較論」『密教文化』192 号, pp.L75-L49 4)鈴木富之

（2011）「東京山谷地域における宿泊施設の変容-外国人旅行客およびビジネ

ス客向け低廉宿泊施設を対象に-」『地学雑誌』, 120巻, 3号, pp.466-485 5)峯
田一歩（1922）「真剣に：平和記念東京博覧会会期百五十日間の私の働振り」, 
働く会, p.59 6)著者不明（1922）「市營託兒場と簡易宿泊所を觀る」『婦人之

友』, 10月号, 婦人之友社, pp.87-91 7)東京市社会局編（1923）「東京市内の

木賃宿」, 東京市社会局 8)社會事業協會（1922）「社會事業 第六巻 第五號 
八月號」, 中央社會事業協會社會事業研究所, p.84 9)下竹鉄堂（1929）「大

東京の裏面」, 新友社出版部, p.153 10)横浜市社会課（1930）「横浜市内に

於ける公営宿泊施設」, 横浜市社会課 11)関根弘（1957）「《見聞記》簡易宿

泊所」『総合』, 6月号, 東洋時論社, pp.108-115 12)久保田和夫（1999）「夢
空間ファッションホテル名商・巨匠の物語：もうひとつのニッポン文化史」, 
双葉社, p.24 13)串間努（2004）「チビッコ三面記事：子どもの事件簿」, 筑
摩書房, p.190 14)石井英也（1970）「わが国における民宿地域形成について

の予測的考察」『地理学評論』, Vol.43, No.10, pp.607-622 15)石井英也（1977）
「白馬村における民宿地域の形成」『人文地理』, Vol.29, Issue1, pp.1-25 16)
厚生省生活衛生局指導課（1991）「旅館業（ホテル・旅館・簡易宿所）の実

態と経営改善の方策」, p.1 17)川井千敬・阿部大輔「局所的集積した宿泊施

設の廃業とその後の土地利用に関する研究-京都市における簡易宿所を事例

として-」『日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集』, 19巻, pp.141-
144 18)渡邊かおり（2020）「戦前の社会事業研究所における研究活動」『愛

知県立大学教育福祉学部論集』, 第68号, pp.67-73 19)石川美澄・山村高淑
（2014）「国内における宿泊施設型ゲストハウスの経営と利用の実態に関す

る研究」『都市計画論文集』, 49巻, 2号, pp.140-145 

図−１ 簡易宿所の変容過程のイメージ 
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メソ気象モデルWRFを用いた堺市の気候分析地図による緑地環境のあり方の検討 

大阪公立大学大学院農学研究科  中元  菫 

大阪公立大学大学院農学研究科  松尾  薫 

大阪公立大学大学院農学研究科  武田 重昭 
  大阪公立大学大学院農学研究科  加我 宏之 

１．はじめに 

 近年，都市部では地球温暖化および都市ヒートアイラン

ド現象等による高温化が生じており，その緩和が求められ

ている．特に夏季の高温化は，人々の快適性を損ない，健

康被害，集中豪雨や冷房エネルギー消費の増大など，様々

な問題を引き起こしていると言われている 1)． 

それに対し，都市の気候現況の把握，また土地利用計画

やそのコンセプトを参考にシナリオを作成し，都市の中で

どのように土地利用や緑地を配置するのが都市高温化緩和

に効果的かを探る試みがなされている．まず都市の現状の

気候の把握に関して，田中ら 2)や北尾ら 3)はこれまでに地

形図・土地利用図や，表面温度分布など気候を分析した結

果といった基礎地図を目的に応じて統合した気候分析地図

を作成している．また，人口減少下における将来の土地利

用や緑地の配置を検討し，気候分析を行った研究として，

横山ら 4)は神奈川県を対象に「かながわ都市マスタープラ

ン」を利用して都市を集約させた土地利用シナリオを作成

し，メソ気象モデルWRF（Weather Research & Forecasting，

以下WRF）で気候予測を行い現状と比較している．石橋ら
5)は気候特性が異なる中国地方の複数都市を対象に，市街地

集約の方向性を土地利用配置パターン別にシナリオとして

作成し，WRFを用いて気候分析を行っている． 

これら気候分析の結果，緑や風といった気候資源を活か

した土地利用シナリオ下では，現状と比較して都市の高温

化が緩和される傾向にあることが明らかにされている．こ

こで都市高温化緩和に資する気候資源を活かした土地利用

計画を実施する場合，例えば「緑の基本計画」にその観点

を含めることにより，熱環境の観点も含めた緑地の保全及

び整備を計画的に行うことが可能になると考えられる． 

以上のような背景をふまえ，本研究では堺市を対象に，

まずは「緑の基本計画」の緑の将来像図に示されている緑

地の保全及び整備では，どのような場所でどの程度高温化

が緩和されるかを明らかにすることを目的とした．具体的

には，既往研究を参考に WRF を用いて，現状と，緑の将

来像図を参考とした緑地環境の保全・整備のシナリオ（以

下，緑地シナリオ）での気候分析を行い，それぞれの気候

分析地図を作成・比較し，緑地環境のあり方を検討するこ

ととした． 

２．研究方法 

（１）数値計算概要 

 WRFは米国大気研究センター（NCAR）などの研究機関

により開発されたメソスケールの気象モデルである．完全

圧縮の非静力学モデルで，支配方程式は，運動方程式，連

続の式，ジオポテンシャル式，温位保存式，スカラー保存

式などで構成され，乾燥大気の静水圧地形準拠座標（η座

標）系によって記述される．物理過程として，雲物理過程，

積雲過程，地表面過程，大気境界層過程，放射過程が考慮

され相互に影響する．地表面付近の現象は，地表面過程と

大気境界層過程によって解かれる．都市域には，建物間の

相互放射やキャノピー層内の風プロファイルを考慮して屋

根面，壁面，道路面からの多層伝熱方程式が解かれる都市

キャノピーモデル（UCM）が組み込まれている． 

 表－1 は WRF を用いた数値計算における計算条件を示

している．本研究では，WRF version3.9.1 - ARWを用いた．

計算期間は，夏季の一定期間の計算を行うことを目的とし 

現存土地利用(UCM使用，人工排熱考慮)

　2020年8月1日9時～31日9時

　2020年8月1日9時～6日23時

　28層(地表～50hPa)

ネスティング手法
Domain1:1.5km(98×98格子)　Domain2:0.5km(120×120格子)

　気象庁メソ客観解析値(3時間間隔，5km格子，15層)
　NCEP再解析全球客観解析データ(6時間間隔，1°格子，17層)

標高データ 　国土数値情報(解像度約250m)

土地利用データ
　国土数値情報(解像度約100m)
　NVI(Sentinel-2 MSI衛星画像，2021年10月2日取得)

　Purdue Lin et al. scheme

長波 　PRTM Longwave scheme

短波 　Dudhia Shortwave scheme

　Mellor-Yamada-Janjic PBL scheme

都市域 　UCM(Urban Canopy Model)

非都市域 　Noah LSM

　なし

　なし４次元同化

Case

計算期間

鉛直格子

水平格子

気象データ

土地データ

雲微物理過程

放射過程

大気境界層過程

地表面過程

積雲パラメタリゼーション

助走計算期間

表－１ 計算条件 

図－１ 計算領域 
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て2020年8月1日9時～31日9時とし，その内8月1日

9時～6日23時は助走計算期間として分析では省いた．鉛

直格子は地形の影響を考慮したη座標を使用し，不均等間

隔に28メッシュに分割し，計算領域上端は50hPaとした．

図－1 は 2-way ネスティング手法で用いる水平格子の計算

領域を示している．水平格子は堺市を中心に，親領域のDo 

main1 を解像度 1.5km の 98×98 格子，子領域の Domain2

を解像度0.5kmの120×120格子と設定し，2-wayネスティ

ング手法を用いて計算を行った．土地利用データ，標高デ

ータは共に国土数値情報を用いた． 

図－2 は現状の土地利用図を示している．土地利用デー

タは，土地利用分類を国土数値情報のものから米国地質調 

 

 

 

緑地シナリオの
土地利用図
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図－４ 緑地シナリオの土地利用図 
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査所（USGS）のものに変換し作成した．具体的に，「都市」，

「乾燥農地」，「灌漑農地」，「草地」，「混合林」，「水域」の

6分類とした． 

さらに，地表面過程に都市キャノピーモデル（UCM）を

用いるため，「都市」のメッシュを都市化の度合いにより高

密・中密・低密の3つのカテゴリーに分類した．その際，

Sentinel-2の衛星画像（2021年10月2日撮影）からメッシ

ュ内平均の正規化植生指標（NDVI）を算出した．その後「都

市」に該当するメッシュのNDVI値の範囲（100～144）を

約3等分し，100～114を「A都市（高密）」，115～129を「B

都市（中密）」，130～144を「C都市（低密）」と分類した． 

（２）分析対象日の抽出 

本研究では，都市高温化の影響が顕著となる夏季の典型

的な気候環境を分析対象とするため，横山ら 6)の論文を参

考に，アメダス堺観測所における降水量・日照時間・気温

の１時間毎のデータを用いて，「日照時間が可照時間の

40％以上」，「降水量が 1mm 未満」，「日最高気温が 30℃以

上」の3つの抽出条件を設定した．これら全てが満たされ

る日を典型的夏季晴天日とし，2020年8月8～21日，23～

27日，30日の全20日を分析対象として抽出した． 

（３）気候分析地図の作成 

気候分析地図作成時には，日最高気温が最も高かった 8

月17日の気温・風分布の1日の変化を分析し，その結果を

ふまえて典型的夏季晴天日の最高気温（全20日平均）・最

高気温時の風速（全 20 日平均）・8 月 17 日 14 時の風向の

結果を昼間の現状の気候分析地図，最低気温（全 20 日平

均）・最低気温時の風速（全 20 日平均）・8 月 17 日 5 時の

風向の結果を夜間の現状の気候分析地図として図化し，緑

地環境の保全と整備のあり方について考察を行った． 

３．結果 

（１）現状の気候の再現性 

 得られた計算結果は気温・風速・風向について，Domain2

のメッシュ内に位置する観測点の値と比較した．比較対象

にはアメダス堺観測所の観測データ，堺市内小学校全30校

の2020年に実測したデータを用い，精度検証を行った．そ

の結果，気温に関してはアメダスとの相関係数が 0.90 と

十分に再現できていることがわかり，風に関しても相関係

数が0.45と実測したデータと概ね同じ傾向になった． 

（２）現状の気候分析結果 

 図－3 は，現状の昼間と夜間における気候分析地図を示

している．昼間は，沿岸部の気温が26.51～34.50°Cと低い 

が，内陸部は34.51～36.50°Cと高く，これは沿岸部から内

陸部にかけて南西から西方向の最大約 4.00m/s の強い海風

の影響によるものと考えられる．一方，海岸から距離があ

り，市街地が広がる北東部は，日中の日射の蓄熱効果によ

り高温になったと推察される．また，南部の丘陵地は緑地

による気温低減効果により 32.51～34.50°C と比較的低く，

他にも大仙古墳などでは，水域の蒸発潜熱による効果で周

辺より最大約6.00°C低いことも確認できた．風分布をみる

と，沿岸部で吹く海風と比べて，内陸部は風速が 3.11～

4.50m/sとやや小さい．また沿岸部では南西の風，内陸部で

は西風が吹いており，南部では西北西の風も確認できる． 

夜間は，南部の丘陵地で周囲より最大約7.00°C低いこと

に加え，水田が分布している北東部や中央部では，周辺エ

リアよりも気温が低い場所が点在しており，丘陵地や農地

による気温低減効果がうかがえる．さらに，南部の丘陵地

から発生する冷気流も確認でき，その風下では 24.51～

28.50°C の低温域が広がっていることがわかる．北部や中

央部などの沿岸部から離れた内陸部の風向は，南西や西南

西と昼間と大きく変わらないものの，風速は沿岸部より最

大約4.50m/s小さい． 

（３）緑地シナリオの気候分析結果 

 図－4 は，緑地シナリオの土地利用図を示している．本

研究では，堺市緑の基本計画の緑の将来像図を参考に緑地

シナリオを作成し，現状で「都市」に分類されているメッ

シュを，「混合林」や「灌漑農地」に変更して土地利用を作

成した．具体的にはまず，「緑の骨格」のうち「拠点となる

緑」として位置づけられた「大規模な都市公園，緑地など」

に該当する大仙古墳や大泉緑地が含まれており，その面積

が半分以上であるメッシュを「混合林」に変更した．次に，

それらをつなぐ「軸となる緑」の内，石津川や府道大阪中

央環状線などを含むメッシュを「混合林」に変更した．加

えて「身近なまちの緑」として位置づけられた農地を含む

メッシュで，その面積が半分以上であるものを「灌漑農地」

に変更した． 

図－5 は，緑地シナリオの昼間と夜間における気候分析

地図を示している．気候分析の結果を見ると，昼間の気温

分布は沿岸部で 26.51～34.50°C と低く，内陸部は 34.01～

35.50°Cと高いという傾向は現状と同じである．一方，海風

の影響を受けやすい沿岸部では，「軸となる緑」による気温

低減のような大きな変化はないものの，内陸部では36.00°C

以下の低温域が増加するという傾向が見られた．さらに内

陸部の中でも，大泉緑地とその周辺に28.51～30.50°Cの低

温域が生じており，北東部では現状で見られた高温域が小

さくなっている．そして中央部から南部にかけては，32.51

～34.50°Cの低温域が広範囲に広がっている．これらは「拠

点となる緑」や「身近なまちの緑」による気温低減効果に

よると考えられる．風分布については，風向は，内陸部で

は西風，沿岸部では南西の風であり現状と同様の傾向であ

るが，沿岸部，内陸部ともに風速が最大約 5.00m/s と強く

なっている． 

夜間の気温は，沿岸部で 24.51～28.50°C，内陸部も同様

に24.51～28.50°Cと現状と比べて市全体で低くなっている．

南部では，26.50°C 以下の低温域が現状よりも石津川沿い

や水田が集積するエリアで拡大しており，これは「軸とな

る緑」や「身近なまちの緑」による気温低減効果と推察で

きる．また，27.51～28.50°Cの低温域が石津川に沿って北 

西へ，また水田が広がる北東へ広がっており，緑地からの

冷気流の影響が現状よりも強くなっていることがわかる． 
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さらに，沿岸部や内陸部では「拠点となる緑」及び「軸と

なる緑」で26.01～28.50°Cの低温域が生じており，内陸部

の北東部や中央部では高温域が見られなくなった．風分布

をみると，風速は沿岸部で1.01～3.10m/s，内陸部で1.01～

2.40m/sであり現状と同程度であるが，風向は内陸部の中で

も南部で南風や南南西の風が，北東部では西風が吹いてい

ることが確認できた． 

４．まとめ 

 まず，緑地シナリオは昼夜とも市全域の気温低減に効果

的であることがわかった．昼間は，南部や中央部で気温が

低い場所が広がり，北部でも新たに低温域がみられた．こ

れは「緑の骨格」の内，「軸となる緑」及び「拠点となる緑」

や，「身近なまちの緑」といった緑地の気温低減効果による

と考えられる．特に，海風の影響を受けにくい内陸部では，

「拠点となる緑」や「身近なまちの緑」といった面的な緑

地整備による効果が大きく，沿岸部ではその影響が小さか 

った． 

夜間では，南部の気温が低い場所が中央部にまで広がり，

内陸部の北部では周辺エリアよりも低い場所が「軸となる

緑」に沿って線状に分布し，加えて北東部や中央部でも気

温が低い場所が点在していた．これらのように，夜間では

特に「軸となる緑」の整備による気温低減効果が明瞭に見

られた．これらに加えて現存する南部丘陵の保全と隣接す

るエリアでの農地等の緑地の保全・整備を行うことで，一

体的な緑地環境により冷気流の効果が促進され，高温化緩

和につながると考えられる． 
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開発の変遷から捉えたニュータウンにおける緑道の景観評価に関する研究 

－泉北ニュータウン・泉ヶ丘地区を事例として － 

社会医療法人生長会 上甲 舜華 

龍谷大学政策学部   石原 凌河 

１．はじめに 

（１）背景・目的 

泉北ニュータウン（以下、泉北ＮＴとする）には、総延

長が約42.195㎞とフルマラソンができるほどの長大な緑道

が形成されている 1)。泉北ＮＴにある 3 つの地区すべての

町丁を歩行者専用の緑道でつなぎ、歩行者が安心して通行

できるように整備されている。また、緑道沿いの住区に複

数個の公園が作られており、緑豊かな住空間が形成されて

いる。元々の自然をなるべく残して開発された泉北ＮＴの

緑道は、自然に囲まれており、四季折々の風景を楽しむこ

とができる。また、安全でかつ快適な緑道は、まちの魅力

として位置づけられている。このため、泉北ＮＴの開発は

生活環境としては非常に優れていると評価されており、特

に子供たちが明るく走り回れるまちとして開発された 2)。 

しかし、泉北ＮＴは2017年に「まちびらき50周年」を

迎え、同時に高齢化や公的賃貸住宅の老朽化などの課題が

生じている。こうした課題を踏まえて、堺市では、10年前

から泉北ＮＴの再生指針がつくられており、現在新たなま

ちづくりが行われている 3), 4)。緑豊かなまちづくりとして整

備された緑地や緑道も年月が経ち、開発当初の緑地帯の状

況が大きく変化しており、子供たちの利用は少なくなって

いると推察される。これは少子高齢化の影響もあると考え

られるが、鬱蒼と木が茂り緑道を覆い地域の目が行き届か

ないなど景観の変化による影響も想定される。そのため、

開発当初に目指されていた「安全で快適な緑道」とは程遠

く、現在では休日に緑道を歩いていてもほとんど人にすれ

違うことがない緑道も散見される。 

本稿では、泉北ＮＴにおける緑地帯の開発の変遷につい

て明らかにするとともに、泉北ＮＴの居住者を対象とした

開発年代別の緑道の景観評価を行い、泉北ＮＴにおける緑

道の整備のあり方に対して提言を行う。 

（２）調査の方法 

 まず、ArcGISを用いて緑地帯の位置及び面積の変遷を辿

る。この結果を踏まえて、開発年度が異なる緑道を対象に

泉北ＮＴの居住者による緑道の景観評価を行う。景観評価

では、プロフィール分析と主因子法による因子分析に加え

て、対象地域の緑道の総合評価を行う。 

泉北ＮＴは、泉ヶ丘地区、栂・美木多地区、光明池地区

の3つの地区で構成されている。緑道は3地区それぞれに

あり、3 つの地区をまたぐように緑道が形成されており、

緑道だけで全地区を移動できるようになっているが、対象

範囲が広いことから、全地区の緑道を調査することは難し

い。そのため、本調査では調査地域を3地区の中で最も多

い泉ヶ丘地区を対象に調査を実施する。 

２．緑地帯の開発の変遷に関する調査 

（１）調査の概要 

 国土地理院発行の基盤地図情報より現在の地理情報と地

図・空間写真閲覧サービスより泉北ＮＴの開発当初から現

在の航空写真を用いて調査を実施する。 

航空写真については、開発が始まる前に撮影された1959

年から2007年までの航空写真を約10年ごとに入手する。

入手できた航空写真は、1959 年、1969 年、1979 年、1988

年、1999年、2007年の航空写真の計6枚である。 

ArcGIS にて現在の地理情報と各年代の航空写真をそれ

ぞれ重ね合わせるとともに、航空写真の緑地帯に色づけを

行い、色づけした場所の面積を測る。全ての航空写真で緑

地帯の面積を測り、約50年間の緑地帯の変遷を調査する。 

（２）緑地帯の開発変遷に関する調査結果 

表1に緑地帯の面積の変遷、図1に各年度の緑地帯の残

存位置を示している。 

泉北ＮＴの開発が始められたのは 1965 年であるため、

①1959年の緑地帯では、現在緑道になっている道路は、当

時は山であったためほとんどの場所が緑地帯で覆われてい

ることが明らかとなった。面積についても約365万㎡と広

い範囲に緑地帯があることが確認できた。次に、宅地開発

が始まっている②1969年の緑地帯は、現在宅地になってい

る場所の緑地帯が消失していることが明らかとなった。③

1979年の緑地帯は、多くの緑地帯が消失しており、実際に

1969年から79年の10年で約200万㎡の緑地帯が減ってい

ることが確認できた。④1989年では、緑地帯が新たに形成

され始め、主に緑道沿いに新たに樹木が植えられており、

実際に面積でも約 30 万㎡の緑地帯が増加していることが

確認できた。⑤1999年では、1989年に新たに整備された緑

地帯が成長しており、緑地帯が増えており、約10万㎡の緑

地帯が増加していることが確認できた。最後に、⑥2007年

では、開発以前の緑地帯と変わらないほど樹木が成長して

おり、面積でみても 1999 年と比較しても 7 万㎡の緑地帯

が増加していることが明らかとなった。 

以上の結果に加えて、まず、開発当初から残存している

緑地帯は主に池の周辺に広がっていることが明らかとなっ

た。また、これまで緑道として整備されている緑地帯の大

半がＮＴ開発後に改めて整備された緑地帯であることが明

らかとなった。 

３．泉北ＮＴ居住者による緑道の景観評価 

（１）調査の概要 

緑道の開発年度が異なるＮＴ内の緑道4箇所を選定し、

居住者58名を対象とした緑道の景観評価を行う。前章の 
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表1 各年度の緑地帯の面積 

年 面積 

1959年 3651217.271㎡ 

1969年 2308309.963㎡ 

1979年 296103.806㎡ 

1988年 687855.276㎡ 

1999年 824793.563㎡ 

2007年 897501.980㎡ 

図1 各年度の緑地帯の残存位置 

図2 対象緑道の地区と場所及び景観評価で使用する写真 

表2 対象緑道の概要 

地区名 地点番号 場所 開発年代 

若松台・茶山台 
① 大蓮公園 1959年以前 

② 濁池 1959年以前 

宮山台・竹城台 
③ 足谷池 1979年以降 

④ 丑池 1979年以降 

緑道の変遷に関する調査結果を踏まえて、開発当初からそ

のまま残されている緑地帯でつくられている緑道と、開発

時に新たに整備された緑地帯でつくられている緑道に着目

し、それぞれ特徴のある緑道を2つずつ選び、写真を撮影

した。表2に対象緑道の概要を示している。  

景観評価では SD 法を用いて評価・分析を行った。図 2

に示している4枚の写真を見て抱いた感情的なイメージを

「好きな-きらいな」「快適な-不快な」など対となる 32 種

類の形容詞を用いて、「非常に」「かなり」「やや」という不

連続な7段階の距離尺度を設定し、被験者に回答してもら

った。SD法によって得られた得点を数値化し、この結果か

らプロフィール分析と主因子法による因子分析を行い、評

価因子を抽出した。そして、この2つの調査結果から、各

緑道の総合評価を行い、緑道の順位づけを行った。 

（２）プロフィール分析 

図3に評価対象緑道のプロフィール曲線を示す。まず、

①は、ほとんどの評価項目が中心によっているため、目立

って評点が高いものは見られなかった。しかし、4 枚の写

真の中で「歴史・文化を感じる」という項目だけ評点が高

い。このため、①は、歴史・文化は感じられるが、それ以

外はあまり特徴がみられない緑道であると考えられる。 

②は、①と③の写真とを比べても、相対的に評点が高い

傾向にあることが確認できた。4 枚の写真の中で、一番評

点が高かった評価項目は、「危険な」「活気のない」「素朴な」

「自然的」「力強い」「静かな」「緑が多い」「複雑な」「静的

な」「古い」の10項目であった。そのため、②の緑道は、

緑が生い茂っていて、かなり自然的な緑道であると示唆さ

れる。また、ネガティブな項目に評点は高く付けられてい

るため、居住者から疎遠となっている緑道だと推察される。 

③は、①の写真と同様に、ほとんどの評価項目が中心線

に位置しているため、目立って評点が高いものは見られず、

4 枚の写真の中でも評点が高いものはひとつも見られなか

った。つまり、平均的で目立った特徴を有さない緑道であ

ると考えられる。 

最後に、④は、②の写真同様に評点が高い評価項目が多

い。4枚の写真の中で、一番評点が高かった項目は、「好き

な」「快適な」「美しい」「親しみやすい」「やすらぎがある」

などポジティブな項目に評点が高く付けられており、最も

居住者の評価が高い緑道であると考えられる。 

（３）主因子法による因子分析 

緑道景観調査によって得られたそれぞれの緑道の評価尺

度に対する評点データを用い、主因子法を行い、評価因子
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の抽出を行った。主因子法を用いて計算された因子負荷量

を表3に示す。主因子法とは、第1因子から順番に因子寄

与が最大となるように因子を抽出する方法である。因子負

荷量とはそれぞれの項目に対して共通因子がどれくらいの

強さで影響しているかをあらわしているものである。影響

を与えている程度を表している値であるため、因子負荷量

は、-1～+1で表されており、±1に近いほど影響が強いこ

とを示している。抽出された共通因子は6つとなった。こ

れらの共通因子のうち、第 1 因子の寄与度が約 37％あり、

第2因子以下の寄与率と比べるとかなりの部分を説明して

いるといえる。また、第 4 因子以下の寄与度は 2％以下と

わずかである上に、第3因子までで累計寄与度が約50％を

超えるため、本研究での共通因子の因子数を3つに絞り、

3つの因子の解釈を説明する。 

第 1 因子の構成尺度である上位 5 つは、「美しい－みに

くい」、「快適な－不快な」、「楽しい－つまらない」、「安全

な－危険な」、「あたたかい－つめたい」である。つまり、

緑道に対して、『快適で楽しい』と感じている、もしくは『不

快でつまらない』と感じているという緑道の利用性に関連

していることから第1因子を「利用性因子」と名付けた。 

第2因子は「自然的－人工的」、「歴史・文化を感じる－

歴史・文化を感じない」、「古い－新しい」、「力強い－弱々

しい」、「風格のある－風格のない」という尺度と関連して

いる。つまり緑道に対して、『自然的で風格のある』と感

じている、もしくは『人工的で風格のない』と感じている

という緑道の自然機能に関連していることから第2因子を 

図3 評価対象緑道のプロフィール曲線 

表3 SD法による評価尺度による因子分析の結果 

尺度 

因子負荷量 

共通性 利用性 

因子 

自然性 

因子 

整然性 

因子 

好きな-きらいな 0.7573 0.1129 0.2604 0.654 

快適な-不快な 0.8512 -0.0119 0.1654 0.752 

美しい-みにくい 0.8517 -0.0163 0.1857 0.760 

親しみにくい-親しみやすい -0.5124 -0.0681 -0.0663 0.272 

やすらぎがある-やすらぎがない 0.7277 0.2207 0.1377 0.597 

きたない-きれい -0.8275 0.1843 -0.0001 0.719 

調和のある-不調和な 0.6479 0.2316 0.1810 0.506 

楽しい-つまらない 0.7665 0.1627 0.0379 0.616 

うっとうしい-すがすがしい -0.8204 -0.0045 -0.0543 0.676 

暗い-明るい -0.8253 0.2143 0.1353 0.745 

落ち着きある-落ち着きのない 0.6392 0.2398 0.2235 0.516 

あたたかい-つめたい 0.7590 0.1608 0.0706 0.607 

ごみごみした-すっきりした -0.8032 0.1097 -0.0400 0.659 

安全な-危険な 0.7625 -0.0207 -0.0716 0.587 

風格のある-風格のない 0.5287 0.3593 0.0632 0.413 

開放的な-閉鎖的な 0.7514 0.0346 0.0593 0.569 

かたい-やわらかい -0.6507 -0.0762 -0.0769 0.435 

雑然とした-整然とした -0.7305 0.2374 0.0950 0.599 

活気のない-活気のある -0.7582 0.0278 0.2419 0.634 

男性的な-女性的な -0.5654 0.0915 0.0105 0.328 

歴史・文化を感じる- 

歴史・文化を感じない 
0.1679 0.5524 0.1073 0.345 

洗練された-素朴な 0.5283 -0.1648 -0.2392 0.363 

自然的-人工的 -0.1465 0.5826 0.2436 0.420 

力強い-弱々しい 0.0954 0.3671 -0.0506 0.146 

にぎやかな-しずかな 0.3210 -0.2535 -0.3688 0.303 

平凡な-個性的な 0.0018 -0.3403 0.4476 0.316 

緑少ない-緑多い 0.0846 -0.5058 -0.1801 0.295 

単純な-複雑な 0.1426 -0.5191 0.6188 0.673 

単調な-変化のある -0.2488 -0.4701 0.6267 0.676 

静的な-動的な -0.3869 -0.0791 0.4421 0.351 

古い-新しい -0.6087 0.4420 0.2951 0.653 

軽快な-重厚な 0.5075 -0.0631 -0.1036 0.272 

寄与度 12.08 2.46 1.92 

％ 37.74% 7.70% 6.00% 

Cronbach's α 0.9259 0.5675 0.5601 

『自然性因子』と名付けた。 

第3因子は、「単調な－変化のある」、「単純な－複雑な」、

「平凡な－個性的な」、「静的な－動的な」、「古い－新しい」

という尺度と関連している。つまり、緑道に対して、『単調

で平凡』と感じている、もしくは『複雑で個性的』と感じ

ているという緑道の整然機能に関連しているため、第3因

子を『整然性因子』と名付けた。 
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（４）総合評価 

 プロフィール分析と主因子法による因子分析の結果を基

に、各緑道の総合評価を行う。この評価では、本研究で調

査対象に選定した4つの緑道の中で、どの緑道のどの部分

が評価されているのかについて注目し、順位付けを行うも

のである。プロフィール分析と因子分析にて求めた数値か

ら表4のように得点を付けた。本来、順位付けは合計点で

はなく平均点で行われるが、本調査では、合計点で4つの

緑道の差が如実に出たため、合計点での評価を行った。 

緑道の景観の「利用性因子」に関連した項目は、「美しい」、

「快適な」、「楽しい」、「安全な」、「あたたかい」などであ

り、特に評点が高かった緑道は④で、次いで①であった。

一方で、特に評点が低かった緑道は、②であり、次いで③

という結果となった。評点の高かった緑道の特徴として、

歩道がしっかり整備されているということと植えられてい

る植生の高さが整っているということで、緑道の見通しが

良いということである。このことにより、緑道でも緑地帯

の手入れの有無が緑道の印象を左右していると考えられる

ため、快適性や安全性に対して評価が高くなったことが示

唆される。 

 次に、緑道の景観の「自然性因子」に関連した項目は、

「自然的」、「歴史・文化を感じる」、「古い」、「力強い」、「風

格のある」などであり、特に評点が高かった緑道は②で、

次いで①であった。一方で、特に評点が低かった緑道は、

④であり、次いで③という結果となった。評点の高かった

緑道の特徴として、開発以前から残っている緑地帯である

ことにより、整備されている緑道に比べて自然的であるた

め、歴史や古さを感じることができるということである。

このことにより、緑地帯が人工的に形成されていたものな

のか、そうでないのかが緑道のイメージに寄与していると

考えられる。 

 最後に、緑道の景観の「整然性因子」に関連した項目は、

「単調な」、「単純な」、「平凡な」、「静的な」、「古い」など

であり、特に評点が高かった緑道は③で、次いで①である。

一方で、評点が低かった緑道は④で、次いで②という結果

となった。 

４．おわりに 

（１）本調査の結果 

本稿では、泉北ＮＴにおける緑地帯の開発の変遷につい 

表4 緑道ごとの因子得点 

地点 

番号 

因子得点 

利用性因子 自然性因子 整然性因子 

合計 平均 合計 平均 合計 平均 

① 0.033 0.001 20.804 0.371 16.852 0.301 

② -50.457 -0.917 31.402 0.571 3.353 0.061 

③ 0.023 0.000 -30.742 -0.549 -9.273 -0.166 

④ 50.401 0.884 -21.464 -0.377 -10.932 -0.192 

て明らかにするとともに、泉北ＮＴの居住者における緑地

帯の開発年代別の緑道の景観評価を行った。 

 緑地帯の開発の変遷調査の結果から、1959 年から 1979

年までは開発により緑地帯の面積が減少の一途を辿ってい

ったものの、1989年以降は緑道沿いに新たに植樹がなされ

たことなどから緑地帯の面積が増加していることが明らか

となった。また、開発当初から残存している緑地帯は主に

池の周辺に広がっていることが明らかとなった。また、こ

れまで緑道として整備されている緑地帯の大半がＮＴ開発

後に改めて整備された緑地帯であることが明らかとなった。 

居住者を対象とした景観評価の分析結果として、まず、

プロフィール分析の結果から、1979年以降に開発された緑

道の方が居住者の評価が相対的に高いことが確認できた。

泉北ＮＴ開発当初から整備されている緑道は、樹木が鬱蒼

としており、明るさの問題、安全性の問題など居住者にと

って利用しづらいものになっているため景観評価が相対的

に低い傾向にあることが示唆された。主因子法による因子

分析の結果から、評価因子を抽出した結果、「利用性因子」、

「自然性因子」、「整然性因子」の3つの因子を抽出した。

最後に、プロフィール分析と因子分析の結果を踏まえて明

らかにした緑道の総合評価からも、1979年以降に開発され

た緑道の方が居住者の景観評価が総合的に高いことが確認

できた。 

（２）泉北ニュータウンの緑道のあり方に対する提言 

 泉北ＮＴ開発当初から整備されている緑道は、居住者に

とって利用しづらいものになっていることから景観評価が

相対的に低い傾向にあることが明らかとなった。そのため、

泉北ＮＴ開発当初から整備されている緑道についても、行

政だけでなく居住者を交えての緑道の定期的な管理や利活

用を推進していくことが必要となると考えられる。 

（３）今後の研究課題 

 本調査では居住者を対象とした緑道の景観評価を行った

ものの、居住者以外を対象とはしていない。居住者だけで

なく様々な人々が緑道を利用していることが想定されるた

め、今後は居住者以外の人々を対象に調査を行う必要があ

ると考える。また、泉北ニュータウン・泉ヶ丘地区の緑道

を対象に調査を行ったが、泉ヶ丘地区以外の地区や別のニ

ュータウンでも調査を進めていく。 
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子どもの視線に考慮した安心感と快適性から捉えた緑道空間整備に関する研究
－ 北摂三田フラワータウンの緑道を対象として － 

株式会社長谷工コーポレーション   古賀 優夏 
大阪公立大学大学院現代システム科学研究科  阿久井 康平 
大阪公立大学大学院現代システム科学研究科   下村 泰彦 

１．研究背景・目的 

ニュータウンにおける緑道は、公園緑地や学校、駅など

の公共施設をつなぎ、安全•安心な歩行空間として整備され

ている。また、緑道は利用者に快適な空間を提供する場と

しても活用され、多様な植栽が行われている。 
しかし、ニュータウン設立当初から植樹されている樹木

植栽については、過度な成育や繁茂といった問題が生じて

いる状況も見受けられる。さらに、樹木の樹種選択や管理

不足等により、緑道における見通しに死角を発生させ、通

行時に不安感を与えるような状況も発生している。このよ

うな緑道沿道の中・低木の樹高や、高木の枝下高の違いに

よる見通しの悪さは、大人にも増して視点の低い子どもへ

の影響が顕著であると推察される。 
これらに関する既往研究をみると、木村ら 1)は公園緑地

において利用者の不安感が植栽の形態から生じていること

を示唆するなど、都市公園の空間的特徴を捉えている。坂

ら 2)は都市公園や緑道の犯罪不安感が道の特徴に起因する

ことを示し、道幅や見通しの観点から公園及び緑道の物的

特徴を捉えている。また、雨宮ら 3)は同一地点における日

中と日没後の時間帯別に着目し、緑道利用者の安心感につ

いて把握している。以上のように、緑道の空間的特徴とそ

の利用者の安心感や不安感などの関係性を扱った研究がみ

られ一定の蓄積を有するといえるが、子どもの視線に着眼

して、安心感や不安感について探った研究は見られない。

そこで本研究では、大人の視線のみならず、子どもの視線

を考慮した緑道の安心感と快適性について捉えることで、

緑道空間整備や植栽管理のあり方を探ることを目的とした。 

２．研究方法 
本研究では、北摂三田フラワータウン地区内の緑道に着

目し、このうち小中学校への通学路として指定されている

2区間（約380mと約450mの計約830m）を調査対象とし、

各区間を約50m 間隔に分割して計14 地点を調査対象地点

として設定した（図－１）。 

図－１ 研究対象地概要及び調査対象地点 

本研究ではまず、緑道の計 14 地点における大人の視線

と子どもの視線の物的景観特性を把握した。次に、景観写

真を用いた印象評価実験を行い、因子分析及びクラスター

分析を適用することで、物的景観特性との関係性を考察し

た。 
物的景観特性の調査では、令和3年10月1日に調査員2
名で各地点8方向（進行方向を0°とし、45°間隔で360°
に渡る計8方向）の景観写真を大人の視線（視点高さ1.5m）
と子どもの視線（視点高さ 1.0m）の 2 ケースに分けて計

224 枚撮影した。同時に、各撮影地点における見通し距離

（視対象までの視距離）を、レーザー距離計を用いて計測

し、これらをレーダーチャート化することで可視化を図っ

た。撮影した景観写真を用いて1地点ごとにパノラマ写真

を作成し、写真内における景観構成要素を植栽ごと（公有

地もしくは私有地別、高木もしくは中低木別）、さらに共通

的に確認できる建築物、構造物、住宅（塀・柵含む）、緑道、

道路、電柱、その他の人工物、公園、池の14項目に分けて

画面構成率を算出した。 
次に、各地点8方向で得た景観写真を用いたパノラマ写

真を用いて、撮影地点から12m （顔の表情把握の限界距離）

地点を基準 4)に、そこから奥行き方向を見通すことが可能

な視認領域の割合を視線の透過率と定義し、算出した。 
印象評価調査では、景観を含む環境学の基礎的知識を有

する学生46名を被験者(1)とし、各地点での前後左右0°、

90°、180°、270°の4方向の写真を刺激写真として用い、

「美しい－見苦しい」、「落ち着きのある－落ち着きのない」、

「明るい－暗い」、「親しみのある－親しみのない」、「変化

に富んだ－単調な」、「居心地の良い－居心地の悪い」、「生

活感のある－生活感のない」「調和のとれた－不調和な」、

「広い－狭い」、「緑が豊かな－緑が乏しい」といった10対
の形容詞対に対して、5 段階評価にて回答するアンケート

調査を実施した。解析では、5段階評価の尺度に+2～-2 の

評価点を与えることにより、刺激写真ごとに各評価項目の

平均評価点を算出し、このデータをもとに因子分析法（バ

リマックス法）を適用した。これらの解析結果をもとに、

視線の高さを大人から子どもへと下げた時に生じる、印象

評価の変化に影響を及ぼす物的環境要因について捉え、緑

道管理のあり方を探った。 

３．解析結果及び考察 

（１）物的景観特性及び透過率の把握 

景観構成要素の画面構成率を見ると、大人と子どもとも

に公的な中・低木が全 28 地点中19 地点で20.0%以上と最
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も割合が多かった（図－２）。 
また、透過率を見ると、中•低木が大人では平均約30%で

あるのに対し、子どもは約51%にものぼり、子どもの視界

の多くを遮っている。また、透過率における視野の割合を

みると、10%以上であるのは、大人が全14 地点中 10 地点

であるのに対し、子供では4地点と少なく、死角が多く発

生していることが分かった。 
（２）緑道における視距離の平面分布 

緑道における視距離の平面分布を把握するために、全14
の調査地点において、8方向（進行方向を0°とし、45°間

隔で 360°に渡る計 8 方向）の視距離を大人と子どもの視

点の高さごとに測定した。視距離の計測にあたっては、人

を認識できる限界値である24mを基準 5)に参照し、25mを

最長距離として設定した。測定した視距離をもとにレーダ

ーチャート化を図り、測定地点別に地図上で可視化を図っ

た（図－３～６）。 
レーダーチャートにおいて、青色の領域が大人の視距離

の範囲、赤色の領域が子どもの視距離の範囲を示している。

これらの結果を踏まえて、次に、大人、子どもそれぞれの

視距離の領域の面積及びその割合を算出し、視界の範囲を

把握した。なお、図－３～６において、高木の広葉樹及び

緑色の領域では中・低木の植栽帯をあわせて示している。 
全 14 地点いずれの地点においても、視界の範囲をみる

と、子どもが大人の範囲を上回っている地点は見られない

ことが分かった。このことから、まず大人の方が子どもの

視界に比べて広くなっていることが確認できた。 
次に、視界の割合別に見ると、大人と子どもの差が10％

以上 20％未満である地点が全 14 地点中、地点 3、地点 5、
地点 13、地点 14 と 4 地点で存在することが分かった。ま

た、大人と子どもの視界の割合の差が20％以上であった地

点は地点7、地点8、地点9と3点あるなど、大人の視界の

領域が大きいことが顕著に示され、子どもの視界の領域が

植栽に遮られているケースも伺える。さらに、レーダーチ

ャートと景観構成要素の画面構成率を照らし合わせると、

大人の視界の領域が極端に広くなっているケースについて、

緑道の柵が影響していることが分かる。このことから、高

さの低い柵なども子どもの視界に影響を与えると言える。 
（３）印象評価実験 

印象評価実験を行うにあたり、まずアンケート調査で得

た28組の刺激写真に対する10対の評価項目の回答結果に

対して、5段階評価尺度にそれぞれ+2～-2 の評価データを

与えて基礎データを作成した。 
次に、写真の組別に各評価項目の平均評価点を算出し、

これらを基礎データとして因子分析法を適用した。その結 

図－３ 地点1から3における視距離の平面分布図 

図－４ 地点4から6における視距離の平面分布図 

図－２ 景観構成要素の画面構成率及び透過率の算出例（地点2） 

画面

中・

低木
26.41

高木 12.69

39.10

中・

低木
3.97

高木 6.30

10.27

49.38

10.66

0.04

0.00

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

電柱

住宅（塀・柵

含む）

公園

その他人工物

人間

池

合計

単位：％（空を除く）

景観構成要素

植

栽

公

有

地
小計

私

有

地
小計

計

緑道

道路

画面

構成率

中・

低木
31.75

高木 9.72

41.47

中・

低木
19.51

高木 0.90

20.41

61.88

6.26

0.09

0.00

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

小計

計

池

緑道

道路

電柱

住宅（塀・柵

含む）

公園

その他人工物

合計

人間

景観構成要素

植

栽

公

有

地
小計

私

有

地

単位：％（空を除く）

大人：視点高さ1.5m 

子ども：視点高さ1.0m 

大人 

子ども 

 地点3 

 地点2 

 地点1 

 地点4 

 地点5 

 地点6 

90



図－５ 地点7から9における視距離の平面分布図 

図－６ 地点10から14における視距離の平面分布図 

果、因子の累積寄与率が第二因子で78.0％と約8割に達し

たことから第二因子まで採用することとした。 
表－１は、景観写真28組（全14地点・大人子ども2ケ

ース）に対する 10 対の印象評価を用いて因子分析を行っ

た結果の因子得点を示している。また、図－７は、因子得

点をもとに、第1因子をX軸に、第２因子をY軸とした二

次元布置図示している。これらのデータをもとに緑道の印

象評価の把握を試みる。 
因子分析の結果、第1因子の寄与率が53.3％、第２因子

の寄与率が24.7％となっており、第2 因子までの累積寄与

率が78.0％であることから、本研究では第2因子までを採

用することとした。 
第 1 因子については、因子負荷量の絶対値 0.800 以上の

項目は、「美しい－見苦しい」が0.952、「調和のとれた－不

調和な」が0.950、「居心地の良い－居心地の悪い」が0.879、 

表－１ 因子分析結果による因子負荷量 

図－７ 大人と子どもの違いにみる因子負荷量の変化 

「落ち着きのある－落ち着きのない」が 0.866 である。こ

れら4項目の因子負荷量が高いことから、「快適性」を表す

軸として解釈した。 
第2因子については、因子負荷量の絶対値0.800以上の 

項目は、「変化に富んだ－単調な」が0.866である。この一

つの項目の因子負荷量が高いことから、「変化性」を表す軸

として解釈した。 
さらに、因子得点を用いた大人と子どもの違いによる計

28枚の景観写真に関する因子得点の布置図を作成し、その

結果を踏まえてクラスター分析を適用し、「A：快適である

が単調な緑道」「B：快適かつ変化に富む緑道」「C：快適性

も変化性ももたない緑道」「D：変化には富むが快適性に欠

ける緑道」「E：単調な景観を持つ緑道」「F：不快な景観を

持つ緑道」の6つのタイプに分類した。 
「A：快適であるが単調な緑道」である地点（子ども②

⑤）は、視界に占める植栽の割合が約54%と多く、均等に

植樹された整った景である。 
「B：快適かつ変化に富む緑道」である地点（大人❷❺❻

⓫⓬⓭⓮、子ども⑥⑪⑫⑬⑭）は、画面構成率及び透過率

の偏りが小さく、広く見渡すことのできる景である。 
「C：快適性も変化性ももたない緑道」である地点（大人

❹、子ども④）は、視野に占める人工物（塀など）の割合

が約33%と多く、見渡しの効かない景である。 

第１因子 第２因子

① 美しい ↔ 見苦しい ■0.952 0.081

② 落ち着きのある ↔ 落ち着きのない ■0.866 -0.217

③ 明るい ↔ 暗い 0.724 0.397

④ 親しみのある ↔ 親しみのない 0.684 0.647

⑤ 変化に富んだ ↔ 単調な 0.142 ■0.886

⑥ 居心地の良い ↔ 居心地の悪い ■0.879 0.416

⑦ 生活感のある ↔ 生活感のない 0.057 0.790

⑧ 調和のとれた ↔ 不調和な ■0.950 -0.030

⑨ 広い ↔ 狭い 0.780 -0.068

⑩ 緑が豊かな ↔ 緑が乏しい -0.177 0.774

53.3 24.7

53.3 78.0

印象評価項目（形容詞対）

寄与率（％）

累積寄与率（％）

 地点7 

 地点8 

 地点9 

 地点10  地点11  地点12  地点13  地点14 
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「D：変化には富むが快適性に欠ける緑道」である地点

（大人❶❸❼❽❾、子ども①③⑦⑧）は、視界の広さが約

25%と多く、広く見渡すことのできる景である。一方で、

緑道自体の狭さから快適性に欠ける印象に影響を与えてい

ることも推察される。 
「E：単調な景観を持つ緑道」である地点（大人➓、子ど

も⑩）は、どの方向も塀や構造物に面している。 
「F：不快な景観を持つ緑道」である地点（子ども⑨）は、

目線のすぐ先を低木と構造物が占め、圧迫感のある景であ

ることを示すことができる。 
以上の一連の解析結果を踏まえて、同一地点における大

人の視線から子どもの視線へと視点が低くなった場合の印

象評価の変化のタイプを「a.快適性•変化性ともに増加」「b.
快適性•変化性ともに減少」「c.快適性は増加、変化性は減少」

「d. 快適性は減少、変化性は増加」の4つに分類した。 
「a.快適性•変化性ともに増加」した地点 12 では、子ど

もと大人の評価はとほとんど変わらず、景観構成要素が多

様であることから、変化と快適さをもたらしていることも

推察される。 
「b.快適性•変化性ともに減少」した地点 7、地点 9、地

点 10 では、大人に比べて子どもが捉える植栽の画面構成

率が約 3%、視野の透過率が約 24%減少するなど、視認領

域の狭い景となっている。 
「c.快適性は増加、変化性は減少」した地点 1、地点 2、

地点3、地点4、地点5、地点6、地点8は、大人に比べて

子どもの透過率に占める植栽の方が約 9%多く緑視率が向

上し、より緑豊かな印象を持つ一方で、視線の透過率は約

21%減少し、より見通しの利かない景となっている。特に、

この傾向は地点 2、地点 5 で顕著であり、死角が発生して

いることが推察される。 
「d. 快適性は減少、変化性は増加」した地点11、地点13、

地点 14 では、子どもの透過率の植栽が約 12%減少して緑

視率が低下した一方で、人工物が占める割合は約22%増加

し、景観を構成する要素がより多様になり、変化性の増加

に寄与したものと考えられる。 

４．まとめ 

ニュータウン内において緑道は、歩車分離の考え方に基

づき、交通上安全であり、緑豊かで快適に移動できる歩行

空間として整備されてきた。植樹の配置や、多様な樹種を

用いることは緑道景観の快適性につながり、樹木と建造物

の混在や、遠景まで見渡せることが緑道景観の変化性につ

ながる。しかし、緑視量確保のために緑道周辺に植栽され

た高木や中・低木が、視界を遮り可視領域を狭め、死角を

生み出すことにより、歩行する際に視覚的な不安感を生じ

る可能性が示唆された。これは視線の低い子どもにとって

顕著であるが、大人の目線からでは気づきにくい側面を有

していることも指摘できる。従って、今後の緑道整備にお

いて、見通しを良くし、安全性を確保するためには、中・

低木の樹高を子どもの視線の高さである 1m 以下に抑える

などの植栽管理が重要といえる。 
二つ目に、枝下高が 1.5m 以上といった比較的高い高木

を選定することで、中・低木と高木との間から遠方を見通

すことのできる空間を確保することも有用と考えられる。 
三つ目に、落葉樹と常緑樹を混植することにより、秋季

及び冬季における視界の確保ができるほか、緑道景観に季

節感をもたらすことが可能となる。 
以上の知見は、緑道利用者が快適性と変化性を感じると

同時に、安全・安心に利活用可能な緑道空間の整備に寄与

できるものと考える。 

補注 
(1)普段、研究対象地を利用、見たりする機会のない被験者

を設定することで、客観的な印象評価実験が実施可能と

なり、さらに景観を含む環境学の基礎的知識を有する被

験者の方がアンケートの意図を理解しやすく、明瞭な結

果が表れやすいと判断した。 
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まちづくりと都市基盤整備に対する住民意識の空間的分布特性に関する研究 

― 兵庫県西宮市瓦木地区に着目して ― 

日本都市技術株式会社 副島 脩平 

１．はじめに 

１―１．背景 

 我が国は、世界に類をみない少子高齢化の急速な進行と

戦後初めてみる人口減少を経験し、係る変化に対応した都

市の再編が必要となっている。その改善する手法として市

街地開発事業が挙げられる。研究対象とした兵庫県西宮市

瓦木地区は、阪急神戸線以南の地区では戦前から市街地開

発事業の実施により整序ある土地利用と市街地形成は進ん

だが、以北では一部の地区でミニ開発がランダムに進み、

年数の経過とともに狭小住宅の老朽化と高齢化が同時に進

行し、進められてきたものの広範囲に取り残された、土地

利用の整序と望ましい都市空間の実現がますます困難とな

るなどの問題を抱えるに至っている。 

 当地区に関する既往研究として、小林等１）の「社会基盤

整備の歴史的変遷にみる市街地整備の今日的課題」では、

1990年から 2020年にかけて狭隘道路の変化を分析してお

り、1995年の阪神淡路大震災を経験しているため、一部の

地域では土地区画整理事業が実施され、狭隘道路の解消が

進んだものの、日野町や上之町では土地区画整理事業の実

施が叶わず、狭隘道路などが多く残っていることを明らか

にしている。都市再生上の観点から地区の課題を解決して

いく必要がある。しかし、合意形成の難しさなどから解決

に至っていない。 

 そこで本研究では、地区の課題を把握し、いかなる解決

手法を検討すべきかを探るべく、まちづくりと都市基盤整

備に関するアンケ―ト調査より空間的分布特性から住民

意識の実態を明らかにすることを目的とする。 

１―２．地区の概要と研究方法 

研究対象地域を兵庫県西宮市瓦木地区とする。西宮市は、

兵庫県の南東部、大阪市と神戸市の中間に位置し、阪急西

宮北口駅に隣接する阪急西宮ガ―デンズという大型商業

施設の東側にあり、尼崎市との市境の武庫川に面し、近年、

街区の整った住宅地が形成されているが、その周辺では農

地も残っている住宅地である。（図―1） 

 研究方法は、兵庫県西宮市瓦木地区（荒木町、上之町、

日野町、大森町など）を中心に、聞き取りによるアンケ―

ト調査を実施し、全102件の回答が得られた。アンケ―ト

は、戸建て住宅の居住者を対象とし、その回答が得られた

場所においてマップ上にプロットし、その分布特性をみた。 

１ー３．アンケ―ト調査の概要 

当地区における都市基盤整備とまちづくりに関する意識

を調査する

ため、戸建

て居住者を

対象にアン

ケ―ト調査

を実施し、

全 102 件の

回答が得ら

れ た （表

―1）。 

 回答者属

性として、

30 代以下：

13件、40代：

20件、50代：

15件、60代：

11件、70代以上：43件で、高齢層の回答が多く得られた。 

 “暮らしの意識”について各項目それぞれ(1.大変満足,2.や

や満足,3.やや不満,4.大変不満）の4段階、また“今後のまち

づくりテ―マ”について各項目それぞれ(1.とても重要,2.少

し重要,3.あまり重要ではない,4.全く重要ではない)の4段階

で住民の意識の程度をたずねた。 

表―１ アンケ―ト調査の概要 

２．都市基盤整備に対する住民意識の分布特性 

 暮らしの意識から都市基盤整備の特性についてみるが、

特徴が得られた項目を中心に特徴を述べる。それぞれの地

区別の回答件数をみると、大森町：38件、上之町：24件、

日野町：20件、荒木町：8件であった。荒木町は、農地が

多く、戸建て住宅が少ないため、取得件数が少なかった。

そのため、慎重な評価をする必要がある。 

まず、「道路の整備状況（道路の広さや行止りなど）」に

ついてみる。図―2をみると、全体的に“やや満足”と“やや

不満”の回答が多く離散的に分布している。地区別にみると、

大森町では“やや満足”と“やや不満”の回答が多く分布があ

図―１ 調査対象地 

大森町
日野町

上之町

荒
木
町

薬
師
町

門
前
町

高
木
東
町

堤町

実施時期 2021年11月～2022年1月 有効回答件数 102件

実施場所 大森町、荒木町、上之町、日野町

研究対象地区内の戸建て居住者の約3,595世帯を無作為にアンケー

ト調査票を用い、その場で聞き取り回収した。
実施方法

調査項目

１．回答者について（住所、年齢）、２．暮らしの意識（都市基

盤：4項目、防災・防犯・安全：5項目、生活利便：3項目）につい

て、３．今後のまちづくりのテーマ（8項目）
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り、“大変満足”も少ないものの分布が散見される。上ノ町

では日野町との町界付近に“やや不満”と“大変不満”の回答

が多く集中している。日野町では先と述べたように上ノ町

との町界付近に“やや不満”と“大変不満”の回答が多く集中

している。また“やや満足”の回答は、日野町の中央付近に

分布している。荒木町では“やや不満”の回答が南部に少し

集中している。 

よって、「道路の整備状況（道路の広さや行止りなど）」

については全体的に不満と満足が混在し離散的である。し

かし、上ノ町と日野町の町界付近は、“やや不満”と“大変不

満”の回答が多く集中しており、道路の整備の必要性が特に

高いことがわかる。 

 次に、「駐輪場や駐車場の数」についてみる。図―3をみ

ると、大森町では“やや不満”が少し散見されるものの“大変

満足”と“やや満足”が多く散在している。上ノ町では“やや

満足”が少し散見されるものの“やや不満”と“大変不満”が

集中している。特に上ノ町と日野町の町界付近に集中して

いることがわかる。日野町では先と述べたように上ノ町と

の町界付近に“やや不満”と“大変不満”の回答が多く集中し

ている。荒木町では“やや不満”の回答が南部に少し集中し

ている。 

よって、「駐輪場と駐車場の数」については全体的に不満

と満足が混在し離散的である。しかし、上ノ町と日野町の

町界付近は、“やや不満”と“大変不満”の回答が多く集中し

ており、大森町は“大変満足”と“やや満足”が多く散在して

いる。敷地内や近隣に駐輪場や駐車場が確保されているか

などが影響していると考えられる。 

 次に、「火災に対するまちの防災性」についてみる。図―4

をみると、大森町では“やや不満”が少し散見されるものの

“大変満足”と“やや満足”が多く散在している。上ノ町では

“やや満足”が少し散見されるものの“やや不満”と“大変不

満”が集中している。特に上ノ町と日野町の町界付近に集中

していることがわかる。日野町では先と述べたように上ノ

町との町界付近に“やや不満”と“大変不満”の回答が多く集

中している。 

よって、「火災に対するまちの防災性」については全体的

に不満と満足が混在し離散的である。しかし、上ノ町と日

野町の町界付近は、“やや不満”と“大変不満”の回答が多く

集中しており、大森町は“大変満足”と“やや満足”が多く散

在している。「道路の整備状況（道路の広さや行止りなど）」

において不満の回答者と「火災に対するまちの防災性」に

おいて不満の回答者の分布位置が酷似している。延焼の遮

断機能を強化するためにも道路の拡幅など道路機能の改善

が必要であると考えられる。 

次に、「緊急車両（消防・救急車）の進入の安心感」につ

図―２ 「道路の整備状況（道路の広さや行止りなど）」

の意識の程度の分布 

図―３ 「駐輪場や駐車場の数」の意識の程度の分布 

図―４ 「火災に対するまちの防災性」の意識の程度

の分布 
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いてみる。図―5 をみると、大森町では“やや不満”が少し

散見されるものの“大変満足”と“やや満足”が多く散在して

いる。上ノ町では“やや満足”が少し散見されるものの“やや

不満”と“大変不満”が集中している。特に上ノ町と日野町の

町界付近に集中していることがわかる。日野町では先と述

べたように上ノ町との町界付近に“やや不満”と“大変不満”

の回答が多く集中している。 

よって、「緊急車両（消防・救急車）の進入の安心感」に 

ついては、「道路の整備状況（道路の広さや行止りなど）」

において不満の回答者と「緊急車両（消防・救急車）の進

入の安心感」において不満の回答者の分布が酷似している。

先と同様に道路機能の改善を希求していることがわかる。 

 次に、「医療・福祉施設の種類、施設数、施設までの距離」

についてみる。全体的に“やや満足”が多く離散的に分布し

ている。“やや不満”と“大変不満”の分布が上ノ町、日野町

の町界付近に少し集中している。 

 よって、「医療・福祉施設の種類、施設数、施設までの距

離」について多くの不満は認められないものの上ノ町と日

野町の町界付近に少し集中している。本アンケ―トの回答

者は高齢者が多いことと、高齢者社会であることを鑑みる

と、その不満は着目すべきと考える。 

 以上のことから、都市基盤整備に対する住民の意識とし 

て、道路の整備状況に対して不満が集中している上ノ町と

日野町の町界付近は、それに関係する道路の付帯施設の駐

輪場や駐車場の数、緊急車両の進入の安心感や火災に対す

る防災性も同様に不満と考えていることが分布特性からわ

かった。医療・福祉施設に対する不満を考慮すると、道路

機能の改善、及び土地利用の整序にあわせて地域施設の設

置といった同時解決の整備手法の検討が必要であると考え

られる。また、大森町は道路の整備状況に対し一定数の不

満があるが、それに関係する付帯施設や緊急車両の進入の

安心感など満足度にばらつきがある。上ノ町などと比べる

と道路機能の改善は一定数進んでいるものと考えられる。 

３．まちづくりに対する住民意識の分布特性 

 住民が主体的にまちづくりに取り組む場合に取り上げた

いテ―マについてみる。 

 なお、荒木町は、農地が多く、戸建て住宅が少ないため、

取得件数が少なかった。そのため、慎重な評価をする必要

がある。 

 まず、「道路や公園など安全で快適な公共空間の整備と配

置について」をみる。図―7をみると、“とても重要である”

と“少し重要”が全体的に分布しており、道路の整備状況に

不満が多く集中している上ノ町と日野町付近には“とても

重要である”の回答が集中している。そのため、道路の整備

状況に対して不満と考える回答者の方が重要と考える意識

の程度が高いことがわかる。 

 次に、「高齢者向け福祉施設の設置拡充」についてみる。 

図―8 をみると、“少し重要”の回答が全体的に多く分布し

図―５ 「緊急車両（消防・救急車）の進入の安心感」

の意識の程度の分布 

図―６ 「医療・福祉施設の種類、施設数、施設まで

の距離」の意識の程度の分布 

図―７ 「道路や公園など安全で快適な公共空間の整

備と配置」のニ―ズの程度の分布 
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ており、図―6 において不満と回答した人は重要と考える

意識が高いことがわかる。 

 次に、「子供から老人まで各年代層の居場所となる拠点

（子どや大人食堂）づくり」についてみる。図―9 をみる

と、先と同様に“少し重要”の回答が全体的に多く分布して

いる。道路などのインフラ整備を重要と考えている人は、

福祉施設などの地域施設に対しても重要と考えており、特

に上ノ町と日野町の町界付近に集中していることがわかる。 

以上のことから、道路などのインフラ整備に対して重要

と考える居住者が多く、それを重要と考える人は、福祉施

設など地域施設に対しても重要と考えており、特に上ノ町

と日野町の町界付近に集中していることがわかる。 

４．まとめ 

以下について明らかにした。 

 2 章では都市基盤整備に対する住民の意識として、道路

の整備状況に対して不満が集中している上ノ町と日野町の

町界付近は、それに関係する道路の付帯施設の駐輪場や駐

車場の数、緊急車両の進入の安心感や火災に対する防災性

も同様に不満と考えていることが分布特性から認められ、

最も道路機能の改善を希求していることがわかり、医療・

福祉施設に対する不満を考慮すると、道路機能の改善、及

び土地利用の整序にあわせて地域施設の設置といった同時

解決の整備手法の検討が必要であると考える。また、大森

町は道路の整備状況に対し一定数の不満があるが、それに

関係する付帯施設や緊急車両の進入の安心感など満足度に

ばらつきがある。上ノ町などと比べると道路機能の改善は

一定数進んでいるものと考えられる。 

3 章では本研究の対象の地区は道路などのインフラ整備

に対して重要と考える居住者が多く、それを重要と考える

人は、福祉施設など地域施設に対しても重要と考えており、

特に上ノ町と日野町の町界付近に集中していることがわか

る。 

 以上のことから、アンケ―ト調査結果をもとに空間的分

布特性からまちづくりと都市基盤整備に対する住民の意識

の実態を明らかにした。 

 道路の拡幅や整序は、都市再生上の観点から機能改善を

推進していく必要があるが、地域施設の設置と都市空間の

整備という同時解決の計画手法があるのではないかと考え

られる。 

図―１０ 現地調査の写真（2022年6月4日撮影） 

【謝辞】 

 本研究の実施に当たり、常翔学園校友会西宮支部政策研

究部会の皆様に多大なるご協力をいただきました。ここに

記して謝意を表します。 

【参考文献】 
1)小林礼奈、柳野友希、山口行一、岩崎義一（2021）社会基盤整備の歴史的
変遷にみる市街地整備の今日的課題、日本都市計画学会関西支部研究発
表会講演概要集 19巻, pp.49―52 

図―８ 「高齢者向け福祉施設の設置拡充」のニ―ズ

の程度の分布 

図―９ 「子供から老人まで各年代層の居場所となる

拠点づくり」のニ―ズの程度の分布 
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京都市住宅供給公社の事業の特徴についての一考察 

阪神園芸株式会社 内海 ありさ 

龍谷大学政策学部  阿部 大輔 

１．はじめに 

（１）研究の背景と目的 

我が国では、多様な公的主体の連携を通して様々な住宅

政策が展開されている。地方住宅供給公社もその主体の 1

つで、国や地方公共団体が展開する住宅政策の一翼を担っ

ている。本稿で対象とする京都市住宅供給公社も同様に、

京都市の住宅政策の実働部隊として京都市の住宅政策の一

翼を担い、政策に合わせた事業を展開してきた。そこで、

本稿では京都市住宅供給公社の事業を整理することで、京

都市住宅供給公社が展開してきた事業の特徴を考察するこ

とを目的とする。 

（２）既往研究の整理 

京都市住宅供給公社の事業を対象にした研究として、中

学校での住教育支援の実践について論じた趙ら 1)の研究や、

市の既存建築物の耐震改修促進制度の効果を考察した河野

ら 2)の研究がある。しかし、京都市住宅供給公社を整理し、

京都市住宅供給公社の事業の特徴を考察した研究は管見の

限り不在である。 

（３）研究の対象 

京都市住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、

住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅

及び宅地を供給することで、住民の生活の安定と社会福祉

の増進に寄与することを事業目的としている。1957年に財

団法人京都市住宅公社として設立された後に 1965 年に特

殊法人として組織変更され京都市住宅供給公社となった。

2006 年に財団法人住宅サービス公社と、2009 年に財団法

人洛西ニュータウン管理公社と統合され、現在に至る 3)。 

（４）研究の方法 

研究は、行政文書、京都市の広報誌である「市民しんぶ

ん」の閲覧および京都新聞の通読、京都市住宅供給公社、

京都市役所、京都市役所元職員、京都市住宅供給公社元職

員へのインタビュー等に依拠する。 

２．公社の設立 

京都市が策定した「京都市住宅対策10箇年計画」の側面

的な推進役を担う組織として、1957年 8月 12日に財団法

人京都市住宅公社が発足した 4)。その後、住宅公社は1962

年11月15日に財団法人京都市開発公社に発展的に改組さ

れた。開発公社は、①住宅公社が所管していた住宅用地の

開発供給、住宅・店舗等の建設供給、②工場及び商工業従

業員宿舎等の用地開発供給を行い、市商工振興対策に寄与

すること等を目的として運用された。1965年12月12日に

は、地方供給公社法に基づく特殊法人として京都市住宅供

給公社が設立された。事業内容は開発公社が行っていた事

業のうち住宅に関する事業を分離所掌された。 

３．分譲住宅の大量供給と大規模住宅団地の開発 

（１）分譲住宅の供給及び住宅団地の開発 

戦後の京都市は、①疎開者等の京都市への転入、②政府

施策の対象から外れたことによる住宅復興の遅れ、③住宅

の老朽化により、住宅難が深刻であった 5)。そのため京都

市は低廉な住宅を作るという目標のもと、中所得者を対象

に持ち家住宅の供給を推進する政策を掲げた。 

それを踏まえ、公社は分譲住宅の供給や生活利便施設を

伴う住宅団地の開発を行った。その中でも、積立分譲住宅

の供給に力を入れた。民間事業者が販売する分譲住宅が高

額であったため、住宅金融公庫の融資を活用した低廉な住

宅を供給する役割を公社が担っていたためである。供給し

た住宅の中には市内で初めての建設となる高層分譲住宅や

老人同居用アベック住宅といった先駆的な住宅も含まれて

いた 6)。また、分譲住宅の開発に加え、開発の余地を残し

た周辺部に「環境を買ってもらう」ことを意識して生活利

便施設を伴う住宅団地を開発した。当時、公社が作った住

宅団地が核となり、その周辺に民間事業者が住宅を建てる

という流れができていた 7)ことから、公社は開発を促す存

在であったと言える。 

写真１ 西野山団地のテラスハウスの外観（筆者撮影） 

（２）ニュータウンの開発 

公社が事業主体として開発したニュータウンが向島ニュ

ータウンである(1)。当時の京都市は、住宅難及び既成市街地

周辺での無秩序な住宅地の建設が課題となっていた。その

ため、大規模宅地開発として向島地区にて良好な住宅団地

を建設することによって、住宅需要に対処し、周辺部にお

ける無秩序開発を防止することを目的に、1971年に計画が

策定された。 

当初は公社住宅を43％となる2,810戸、公営住宅を48％

となる 3,160 戸、公団住宅を 9％となる 600 戸を建設する

予定であった 8)。しかし、計画が1976年、1978年、1982年

に変更され、1982年の3回目の計画変更では、高層分譲住
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宅の一部を低層分譲住宅へ変更するなど、住宅の予定戸数

が変更された(2) 9)。その後、公営住宅の戸数の不足、国から

の年間 1,000 戸の公営住宅建設の要望等により公社住宅用

地が公営住宅用地へ転化された。その結果、公営住宅が

63％と計画より大幅に増加した一方で、公社住宅の建設戸

数は全体の28％にとどまった 10)。公社住宅の戸数は限定的

となったが、公社は市内で開発がなされていない向島地区

に先行的にニュータウンを開発することで、低廉な住宅の

供給を阻止しつつ良質なストックとなりうる住宅を供給し

たと言える。 

（３）公社住宅の高騰と売れ行きの不調 

1975年に 3月 31日に山科椥辻団地の 216戸の積立分譲

住宅を募集したが、申込者は2人にとどまった。公社はこ

の理由を、景気情勢が非常に悪いことに加え、自己調達金

がかなりの高額であったためとした。その後も、資材の暴

騰や土地費の高騰による住宅の高騰が止まらず、分譲住宅

の価格は 1,000 万円以上となり、低廉な住宅を供給するこ

とが困難になった 11)。公社は 1981 年度、1982 年度に 784

戸の住宅の入居者を募集したが、204戸が売れ残ったため、

在庫住宅の一掃に重点が置かれた。 

４．分譲住宅事業で培ったノウハウを活かした事業の展開 

（１）多様な事業の展開 

1985年以降の公社は、一般住宅の分譲にとどまらない多

様な事業を展開した。主に①セカンドハウスの分譲、②市

との連携、③借地権を活用した住宅分譲、があげられる。 

まず、セカンドハウスの分譲である。公社は、1987年度

に建設省が発表した「都市・田園複合居住用住宅（セカン

ドハウス）構想」に沿って1987年度からセカンドハウスに

も住宅金融公庫の融資が適用されるようになったことによ

図１ 公社住宅の立地(3) 
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り、1988年にセカンドハウスの供給を始めた。公社がセカ

ンドハウス分譲に乗り出すのは、全国で初めてのことであ

った 12)。次に、市との連携である。公社は、公設小売市場

を賃貸住宅やコミュニティセンターを備えた複合施設へ建

替えたり、新しい都市住宅の創造を目指す地域住宅計画

（HOPE計画）を推進することを目的にしたモデル住宅展

示場である「ハウス・ハンズ・ギャラリー」の運営を主に

行ったりした 13)。さらに、借地権を活用した住宅分譲につ

いてである。1991 年に導入した「土地借地権付分譲住宅」

では、地価高騰により安価で良質な住宅を市街地で供給す

ることが困難となったため事業を展開した。また、1996年

に始めた「定期借地権付き住宅」は、土地所有者に土地が

返ってくることを保証することで、遊休地を活用させて土

地を流通させることが目的に事業展開された 14)。 

（２）賃貸住宅の供給 

1986年以降、公社は都市部に中堅所得層の家族を対象に

した賃貸住宅を供給するようになる。当時の京都市は、賃

貸住宅の面積が狭く、中堅所得層の家族が住める良質な住

宅が都市部には不足しており、子育て世帯を中心に郊外や

市外への転出が進んでいた 15)。そこで、30代、40代の都心

部の定住を促すために都心部での優良な賃貸住宅の供給に

力を入れた 16)。 

1986年には、土地所有者の土地を活用して建物の建設や

維持管理等を代行する制度である、土地担保付賃貸住宅建

設事業「コンビシステム」を始めた。このシステムを活用

することで都心部での土地確保が容易になるため、都心部

の新たな住宅供給方式として確立させたいという考えから

事業を展開した 17)。1993年には、京都市からの委託を受け

て「特定優良賃貸住宅」の供給を始めた。管理戸数が最多

となった2004年12月には、134団地2,784戸となった。当

初は、特優賃住宅の建設後 20 年間は家賃の満室保証をす

る「一括借上げ型」を採っていた。しかし、空き家が急増

し経営を圧迫したため、2005年に家賃を入居者の所得等に

応じて三段階の定額制に固定する「フラット化」を開始し

たり管理方法も満室保証を行わない「管理受託型」も採用

したりした。現在は、「一括借上げ型」よりも「管理受託型」

の管理戸数の方が多い 18)。 

（３）高齢者を対象にした住宅の供給及び住宅団地の開発 

公社は、京都市の高齢化社会の進展に対応し、高齢者が

自立して生活できることを意識した「久我の杜団地」を開

発した。この団地は、住宅や公共施設、医療施設が充実し

ている。その中でも特筆すべき住宅は、1998年に入居が開

始された市内初の高齢者向け住宅「ジュネット京都・久我

の杜」である。この住宅は、高齢者が自立し、安心して暮

らせるすまいづくりをすすめるために建設された市内初の

高齢者向け住宅である。この住宅は、敷地内に医療施設や

学習センターなどの必要な施設を作るのではなく、地域に

ある病院や図書館、商業施設等の利用を前提にした「シニ

ア住宅」と「団地施設」を合わせた住宅事業を掲げている

点である 19)。 

図２ 京都市住宅供給公社の組織の変容と事業展開(4) 
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2001年に高齢者向け優良賃貸住宅の供給を始めた。賃貸

住宅が見つかりにくい高齢者に、安全な住居を確保するこ

とを目的としている。 

５．公社の統合と事業の再編 

2006年以降、公社は組織の統合と事業の再編が繰り返さ

れた。まず、2005年に公社が行っていた分譲住宅の供給事

業が終了した。次に、京都市住宅供給公社は2006年に財団

法人住宅サービス公社と、2009年に財団法人洛西ニュータ

ウン管理公社と統合された。そのため、各公社が行ってい

た公営住宅の管理や洛西ニュータウンの施設の管理などを

京都市住宅供給公社が行うことになった。さらに 2013 年

には京安心すまいセンターの運営を携わることになった。

京都市の住宅政策の中で災害対策や住宅セーフティネット

の構築が重点施策として位置づけられたこともあり、市民

の住宅相談の窓口機能や居住支援協議会の運営を担当する

ことになった 20)。 

組織の再編に伴い、京都市の住宅に関する組織が各々で

運営していた事業を公社が担うことになり、京都市住宅供

給公社は分譲住宅の供給に代わって京都市の総合的な住宅

政策を遂行する組織となった。 

６．まとめ 

本稿では、京都市住宅供給公社の設立時から現在までの

事業展開を整理した。事業の特徴は1965年から1980年、

1981年から2005年、2006年以降に大別できる。1965年か

ら1980年の公社は、京都市の抱える住宅難に対し、勤労者

を対象にした分譲住宅の大量供給や大規模団地及びニュー

タウンの開発を通して良質な環境を提供することを意識し

た住宅供給を行った。しかし、1981年以降は、在庫住宅が

増加したことから単なる分譲住宅の供給からより京都市の

住宅政策に合った住宅の供給へ事業を転換した。2006年以

降は、住宅政策が多様化したことから、住宅の供給にとど

まらない京都市の総合的な住宅政策を遂行する組織として

事業を展開している。 

京都市住宅供給公社の展開した事業の特徴は、京都市の

要望や市の需要を踏まえ、民間事業者のみでは遂行が困難

な住宅を供給してきた点にある。ニーズがあるにもかかわ

らず民間事業者や市のみでは遂行が困難な事業を補完的に

展開し空白部分を埋めることで、京都市の住宅政策に寄与

してきた。 

脚注 

(1)向島ニュータウンは、一団地の住宅施設という事業手法で施工した面積

74.7haのニュータウンである。事業期間は1969年から1987年で、建設戸数

は公営住宅が 4,257戸（63％）、UR 賃貸住宅が 624戸（9％）、分譲住宅が

1,919戸（28％）の6,799戸である。 

(2)高層住宅を6,580戸から5,500戸に減らし、低層住宅を230戸から640戸

へ増やしたため、総戸数は6,810戸から6,140戸となった。 

なお、高層分譲住宅を低層分譲住宅へ変更する理由として、①1980 年の京

都市住宅宅地審議会の答申にて「量から質及び環境の充実」へと転換する方

針が示されたこと、②高層分譲住宅の需要減退のため、③計画が住宅買い替

え層のニーズと合わない等があげられている。 

(3)特優賃・高優賃は除く。京都市住宅供給公社「公社案内：事業実績（昭和

40年度～平成5年度）」、日本語、http://www.kyoto-jkosha.or.jp/jigyo/results-1.html、

京都市住宅供給公社「公社案内：事業実績（平成 6 年度～）」、日本語

http://www.kyoto-jkosha.or.jp/jigyo/index.htmlを閲覧し、筆者作成。 

(4)筆者作成。 
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開発が停滞した空地の活用政策と実施されたプロジェクトの実態に関する研究 

－ グラスゴーにおける空地の暫定利用プログラムStalled Spacesを対象に － 

龍谷大学大学院政策学研究科 田中 智朗 

龍谷大学政策学部 阿部 大輔 

１ はじめに 

（１）研究の背景と目的 

人口減少期を迎え、先行き不透明な不動産運用の状況に

おいては、一度発生した空地や空き家のその後の利用が停

滞し、管理不全のまま放置される可能性がある 1)。そうし

た空間の常態化は地区の治安の悪化のみならず、人々の健

康状態にも悪影響を及ぼす恐れが指摘されており 2)、散発

的な増加が見込まれる空地や空き家に対していかに対処し

ていくかは重要な課題である。こうした課題に対し、建築

や都市デザインの分野においては都市空間の暫定利用が国

際的な注目を集めている 3)。利用期間に時限を設けること

で土地所有者への心理的負担を軽減し、土地の所有と利用

を円滑に分離する役割が期待されており、人口が減少し将

来の見通しが立ちづらい都市における空間の再編手段とし

て、その有用性が認められている 4)。 

近年、国内においても未利用地を暫定的な市民活動の場

として利用する個別の事例は増加している一方で、市内に

散在する複数の空地に対して政策的に対処している事例は

柏市のカシニワ制度や神戸市のまちなか防災空地事業など

わずかである。そこで欧州において先駆的に実施された取

り組みに着目し、制度と運用の実態を明らかにすることは、

人口減少下の都市における市街地の再編手法を検討する上

で有益であると考えられる。 

 本稿は、スコットランドのグラスゴーにおいて実施され

た、市民による未利用地の暫定利用を支援するプログラム

Stalled Spacesに着目する。本稿は、Stalled Spacesの制度的

枠組みの特徴を明らかにするとともに、どのような活動が

展開され、その後の土地利用がいかに変容したかを整理す

る。その上で、市民による空地の暫定利用を促進する枠組

みの設置が、停滞した空地の再編にどのような役割を持つ

かについて考察することを目的とする。 

（２）既往研究の整理 

空地の暫定利用手法に関わる既往研究は、その実施プロ

セスや空地のマネジメント手法を中心に近年研究が蓄積さ

れつつある。国内における複数の事例から暫定利用手法の

実態を明らかにした大野 5)や地方都市における低未利用地

を対象に、そこで実施された暫定利用の手法を整理した花

野ら 6)がある。個別の敷地での暫定利用に着目した研究と

して、福井市の新栄テラスを対象に実現までの過程や運営

実態を明らかにした原田 7)や川崎市のカナドコロを対象と

した木元ら 8)が挙げられる。一方で、都市政策として複数

の空地を対象に暫定利用が行われた事例に着目し、その後

の土地利用を明らかにした研究は依然として少ない。本研

究と類似する視点を持つ研究として、ライプツィヒを事例

対象とした大谷ら 4)がある。ライプツィヒの事例では、空

間の管理主体は主に土地所有者であったのに対して、本研

究の対象であるStalled Spacesプログラムでは市内のコミュ

ニティグループや非営利団体が空間の整備から維持管理を

担っているという点で新規性がある。 

（３）研究方法 

まず2章でStalled Spacesの開始時期における、市内の空

地・荒廃地の状況をスコットランド政府が公開している統

計資料をもとに整理し、その上でStalled Spacesの政策内容

について、グラスゴー市のホームページ 9)より整理する。3

章では市が公開しているデータを元に、プロジェクト内容、

土地面積、土地所有者、を整理し、実施されたプロジェク

トの特徴を分析する。4 章では土地利用の変化に着目し、

市の公開データとGoogle Earth のストリートビュー機能を

用いて、2020年時点における対象敷地の利用状況を整理し

分析を行う。 

２ Stalled Spacesプログラムの実施背景と政策内容 

（１）工業都市グラスゴーの衰退と停滞した空地の実態 

スコットランドのグラスゴーは、市内の中心を流れるク

ライド川の南北に市街地が広がる湾岸都市であり、人口

635,640人、面積177㎢で、スコットランドで最も多くの人

口を抱える都市である。18 世紀に産業革命が進行すると、

グラスゴーでは工業化が急速に進展し、造船や輸送機器産

業に特化した工業都市として繁栄した。1891年には人口が

78万人に達し（図1）、スコットランド最大の都市となった

後、1921年には人口が100万人を超えるなど、工業化の進

展に伴い人口は爆発的に増加した。しかし1960年以降、戦

後の大不況や産業の脱工業化による急激な経済の悪化、さ

らに労働者の郊外部への転移を意図した住宅開発により、

グラスゴーの人口は減少の一途を辿った。その結果、1960

年代初頭には100万人を保っていた人口が、2001年には58

図 1 グラスゴー市の人口動態 

(出典：Understanding Glasgow「Population Estimates」) 
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万人にまで減少するなど、毎年 1％減という急激かつ長期

的な人口減少を経験した。その後、2007年を機に人口は増

加に転じるものの、衰退期に増加した空地や荒廃地の多く

は、開発未着手のまま放置された状態が続いている。 

2010 年に実施されたスコットランド空地・荒廃地調査(1)

によると、グラスゴー市内には 311 件の荒廃地(2)と 609 件

の空地、総面積で 13.77 ㎢が確認されており、空地・荒廃

地数はスコットランドの他都市と比較して最も多い。また

空地・荒廃地の発生時期に着目すると、6.2㎢つまり全体の

46％は 1990 年以前に発生したものであり、市内に存在す

る空地・荒廃地の約半数は 20 年以上も放置された状態に

あった。さらに、市内に住む60.3％の住民が荒廃地から500

メートル以内に居住していると推定されており、グラスゴ

ーで暮らす半数以上の人々が、近隣に荒廃地や廃墟を認識

しやすい環境にあったと言える(3)。近年のデータと比較す

ると、グラスゴーの空地・荒廃地は減少傾向にあり、面積

比で見ると2010年から2021年にかけて約33％の減少と改

善が見られるものの、他都市と比べて最も多くの空地・荒

廃地を抱えた都市であることに変わりはなく、それらは依

然としてグラスゴーの課題となっている。 

（２）Stalled Spacesプログラムの概要 

Stalled Spaces は衰退期に急増した空地の状況と 2008 年

の経済危機を背景に、グラスゴー市（Glasgow City Council）

とグラスゴー住宅協会（Glasgow Housing Association）が、

2010年に創設したプログラムであり、地域のコミュニティ

グループや非営利団体を対象に、市内に散在する未利用の

空間(4)を活用した一時的なプロジェクトの支援を行ってい

る。プログラムは毎年2度の公募制で実施されており、市

が資金補助や計画・法律に関する専門的なアドバイスを行

うことで、市民による開発が停滞した空間の再編に取り組

んでいる。Stalled Spacesの目的としては①場所づくりと地

域の再生：廃墟となった場所の改善により地域をより安全

で魅力的にするとともに、一時的な土地の改善により土地

利用の状態を整える、②訓練と教育：プロジェクトの構想

と敷地の管理を通して地域社会への関与を深め、雇用の可

能性を高めるスキルを身につけるとともに、地元で野菜を

栽培することや野生動物に触れる機会を設けることで教育

的な価値をもたらす、③健康と幸福感の向上：緑地へのコ

ミュニティのアクセスを高めることで、精神的健康と幸福

感向上に貢献する、④コミュニティの参画：コミュニティ

が互いに関わり合い、共通の目標に向かってチームとして

協力する機会を提供する、ことが挙げられている。 

（３）Stalled Spacesプログラムの実績 

2011年に運用が開始して以降、毎年10~30件程のプロジ

ェクトが採用されており、2019年時までに127の敷地を対

象として169のプロジェクトが行われてきた。実施された

プロジェクトには、コミュニティガーデンや広場のような

中長期でのプロジェクトや、アート展示やワークショップ

のように短期的なイベントも含まれており、それらを合計

すると市内の 309,000 ㎡の未利用地がこのプログラムによ

り活用されてきた。2014年にはグラスゴーでのこれまでの

実績が評価され、スコットランドの国家プロジェクトとし

て7つの自治体で導入されるなど、他都市へ拡大も見られ

る。 

（４）プロジェクト実施にあたる市の支援 

＜資金面＞ 

Stalled Spacesプログラムは、グラスゴー市とグラスゴー

住宅協会から年間5万ポンド（約780万円）の予算を受け

ており、プロジェクトの実施を希望する団体は 1,000 ポン

ドから 4,500 ポンド（約 15~70 万円）の助成金を申請する

ことができる。また、プロジェクト実現のために、他の資

金獲得手段の案内を受けることができる。助成金は、空間

の整備や維持管理費、団体の運営費等に用いられる。 

＜運営面＞ 

Stalled Spacesでは、プロジェクトの運営面に関して次の

ような支援を行っている。 

プロジェクトの内容の構想：プログラムへの申請時には、

プロジェクトの目的、用途、活動場所、期間等を記載した

計画書を作成する必要がある。プロジェクトの構想段階に

は、実施する内容の相談や費用の概算等のサポートを受け

ることができる。 

貸借交渉の支援：Stalled Spacesプログラムでは、対象とす

る敷地の利用契約は各団体に委ねられている。団体は、対

象地が個人や企業の土地である場合は、自ら土地所有者を

特定し、直接所有者と貸借契約の交渉を行う必要がある。

土地情報の取得には、自治体に問い合わせる、あるいはス

コットランド政府が公開している空き地・荒廃地調査を用

いて情報を得ることができる。契約の内容としては、プロ

ジェクト内容や賃料に関すること、返却時期と終了時の明

確なルール等が含まれる。市は、見本となる契約書の内容

がホームページ上で公開している他、契約内容についての

確認・相談を行っている。 

空間デザインのアドバイス：プロジェクトの実装段階では、

空間デザインについて専門的なアドバイスを受けることが

できる。空地の用途を構想するワークショップに、市の専

門知識を持ったスタッフが派遣される例もある。 

終了後の支援：土地所有者の意向により開発が決定した場

合や、当初決められていた期間が終了した際には、契約内

容に基づいて土地が所有者に返却される。そこで活動して

いた団体が別の土地での活動を希望する場合は、別の敷地

を探すなど、活動を継続していくための支援を行っている。 

３ 実施されたプロジェクトの特徴 

（１）プロジェクト内容の特徴 

Stalled Spacesによるプロジェクトは、市内の中心部から

郊外まで様々な地域で実施されてきた（図2）。実施された

内容は、農的利用、広場利用、イベント利用、の3種類に

大別できる。農的利用の Growing Space は野菜などの食糧

を栽培するスペースのみが設置されたものであり、使われ

ていない敷地の一部を栽培スペースとして利用するプロジ
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ェクトが多く見られた、Community Gardenは食糧や植物な

どの栽培スペースに加えて広場やベンチなどの共有空間が

併設されたものを指す。あくまで一時的な利用を前提とし

ているため、実際に地面を耕して農業を行っている例は少

なく、多くの事例では移動可能なプランター等を用いて栽

培が行われている。Wildflower Meadowは、野生の草木の栽

培・管理を行うものである。野生生物や生物多様性に関す

るワークショップが行われるなど、学習機会を設ける事例

が多く見られた。広場利用のLandscapingは、管理の行き届

いていない空地や通路等を改善し緑地としてアクセスでき

るように整備されたものである。樹木の手入れや植樹を行

う例もみられる。Play Area は、広場や農園としての利用に

加えて、子供用の遊具や自然の遊び場が備わったものを指

す。Sports は、マウンテンバイクの練習場やフットボール

のグラウンドなどが含まれる。イベント利用のEvent Space

は、ワークショップやイベントのための空間が設けられた

ものを指す。Artは、アーティストによる作品の野外展示会

や、ワークショップで作成したアートを広場に常設するよ

うなプロジェクトが含まれる。Short-Term Eventは、ポップ

アップシネマや教育プログラムといった 1 日～1 ヶ月程度

の短期的な利用を指す。このように、Stalled Spacesでは同

じ制度的枠組みの中で期間、内容共に様々なプロジェクト

が採用されてきた。 

実施されたプロジェクトの件数としては、Community 

Garden として利用されるケースが最も多く 54 箇所で

93,500㎡の敷地が利用された。次いでGrowing Spaceが15

箇所で25,000㎡であり、農的利用がプロジェクトの半数以

上を占めている。 

（２）プロジェクトごとの敷地面積 

プロジェクト別の敷地面積（図3）を見ると、大中小様々

な規模でのプロジェクトが見られるが、999 ㎡の以下の比

較的小規模な敷地が 59 件で全体の 46％を占めている。

Growing SpaceやCommunity Gardenのような農的な利用は、

敷地面積の規模に関わらず、様々な大きさの敷地で行われ

ている。一方で、SportsやShort-Term Eventとしての利用は、

499㎡以下の小規模な敷地ではほとんど見られず、1000㎡

以上の中大規模の敷地を対象で行われている。 

（３）対象地の土地所有者 

プロジェクトが行われた敷地の土地所有者を見ると、グ

ラスゴー市が所有する土地が58件で全体の45％を占める。

次いでコミュニティベースで公営住宅の建設・運営を行う

住宅協会が所有する土地が 18 件で 14%と、プロジェクト

の対象となる敷地のおよそ6割は公共セクターの所有であ

った。民間所有の土地は全体の 40 件で全体の 31％で、そ

の内個人所有の敷地は18件、企業が所有する土地は14件、

ボランティア団体が所有する土地は8件であった。その他

は複数の所有者が存在するものが9件と不明な土地が2件

であった。 

敷地面積で見ると、公共セクターが所有する土地の平均

が1435㎡であるのに対して、民間所有の土地の平均は4692

㎡であるなど、民有地は公有地に比べ大規模な敷地が多く

みられた。 

図 2 Stalled Spacesの立地とプロジェクト内容 

図3 プロジェクト別の面積 

103



４ 暫定利用後の土地利用の変化 

（１）対象敷地における土地利用の変化 

プロジェクトが実施された敷地を対象に、2020年時点の

土地の状況を調査した。その結果、活動が継続して行われ

ているものが67件、管理の様子が無く、活動が終了したと

みられるものが 59 件、確認できなかったものが 1 件であ

り、プロジェクトが行われた敷地の52％では暫定利用の状

態が継続している。 

プロジェクト別でみると、Community Garden、Growing 

Space として農的利用が行われていた敷地では 69 件中 52

件が継続しているのに対して、Landscaping や Wildflower 

Meadow として活用されていた敷地のほとんどは、その後

の管理が見られなかった（図4）。また、土地所有者に着目

すると、Community GardenとPlay Areaに関しては、民有地

の方が終了する割合が高かったが、それ以外の用途では大

きな差は見られなかった。 

（２）終了後の土地管理の状況と転用後の用途 

暫定利用が終了した 59 件の敷地を対象に、終了後の土

地利用を調査した。継続した活動は見られないが、特に荒

廃した様子のないものを「空地」、継続的な管理が見られず

土地がゴミや雑草により荒廃しているものを「荒廃」、新た

な土地利用に移行したものを「転用」として整理した。そ

の結果、「空地」の状態は38件で88,100㎡、「荒廃」が9件

で14,200㎡、「転用」が12件で58,100㎡であった。転用さ

れた敷地のうち8件では、マンションや分譲住宅地など、

居住用途へ移行している。「空地」の状態にある敷地に着目

すると、その内 9 件、面積にして 7,800 ㎡の敷地は元々が

ゴミの不法投棄や雑草が生い茂るなど管理状況の悪い土地

であり、地域に負の印象を与えていた空間が一時的な活動

の実施により改善されるといった側面がみられた。 

以上より、Stalled Spacesプログラムにより地域の空地・

荒廃地の再編に地域コミュニティが介入することで、プロ

ジェクトの継続が見られない事例のおよそ3割においても、

荒廃地の改善、新たなの土地利用へ移行、といった展開が

確認でき、放置された状態に比べ有効な利用が図られた。 

５ まとめ 

急激な人口減少により、大量の空地・荒廃地を抱えてい

たグラスゴーでは、未利用空間の暫定利用を支援するプロ

グラムStalled Spacesを設けコミュニティベースで地区の空

間再編に取り組んできた。Stalled Spacesプログラムは、市

民団体が土地所有者と直接貸借契約を結ぶ必要があること

や、プロジェクトの内容をあえて規定せずに様々なアイデ

アを受け入れることなど、プロジェクトの実施において市

民団体の裁量が大きく、市は段階に応じたプロジェクトの

相談や専門的なアドバイスによるサポートを行う形で展開

されてきた。 

 これまで実施されたプロジェクトの特徴として、①イベ

ントやワークショップなどの短期的な利用と、農園の整備

といった中長期的な利用が同じ制度の元で実施されている、

②プロジェクトの約6割は農的利用が占めており、様々な

規模の敷地で実施されている、③プロジェクトが実施され

た敷地の約半数は暫定利用の状態が継続しており、特に農

的利用での継続が多い、ことが明らかとなった。 

 以上より、グラスゴーで実施されたStalled Spacesプログ

ラムは、市内の未利用空間において暫定利用を促す制度を

設けることは、市民による創造的な活動の場の創出に繋が

るとともに、一時的なプロジェクトの実施が空地・荒廃地

の改善に寄与する一面が見られた。 

注 

(1) スコットランド空地・荒廃地調査(SVDLS: Scottish Vacant and Derelict Land Survey)は、

国内の空地や廃墟の範囲と状態を明らかにし、それらの修復、計画、再利用に向けた情

報を提供することを目的に、1988年から毎年実施されている。 

(2) 荒廃地とは、以前の建造物の残骸が残された状態を指し、すぐに次の利用に移行でき

ない土地を指す。 

(3) スコットランド平均は27.2％、首都エディンバラではわずか5.6％に留まる。 

(4) 対象となる土地は、空き地や荒廃地などの建築可能な土地だけでなく、歩行者道路

や公共空間等オープンスペース、庭などの敷地も対象に含まれる。 
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図4 プロジェクトごとの土地利用の状況 
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地域属性及び個人属性からみた地域愛着の規定因に関する研究

大阪大学大学院工学研究科 関根 仁美 
日本たばこ産業株式会社 角保 智也 

  大阪大学大学院工学研究科   武田 裕之 
 大阪大学大学院工学研究科  加賀 有津子 

１、研究の背景と目的 

近年まちづくりを円滑に進めるため、地域愛着が注目さ

れている。地域愛着は人と地域を結ぶ情緒的な絆や繋がり
1)と定義され、代表的な例として地域の愛着尺度を感情的な

3因子（選好、感情、持続願望）13項目で構成するものが

ある 2)。地域に高い愛着を持つ住民は、地域への協力行動

や地域づくりへの参加を促すと同時に、地域の持続願望や

定住意思との間に有意な相関関係があると報告されている
2)。その他にも、地域愛着と関連するものとして、年齢や学

歴などの個人属性 1)3)、近隣住民との関係性 3)、地域の自然

環境などを含む風土との接触頻度 4)などの研究や、都市圏

と地方圏とで愛着の要素が異なるといった報告 5)がある。 
一方で、将来の地域づくりという側面からみると、持続

的な地域あるいは社会を目指す上で、将来世代との利益や

負担の分配などが議論されているが、特にコンパクトシテ

ィ政策を推進しようとしている我が国において、生活機能

や都市機能などが変化していくと考えられ、一部の住民の

生活に不利益を伴うような変化が伴う可能性がある。さら

に加えて、地域の担い手が減少している中で、関係人口と

して地域に関わり続けることも考えられる。 
以上のことから、地域の持続願望や定住意向だけでなく、

別の視点から地域愛着を捉えることも必要である。さらに、

既往調査 5)にて報告されているように感情的な地域愛着以

外の要素も愛着の理由として挙げられることも多い。本研

究では、地域への愛着を規定する要因を個人属性及び地域

特性から明らかにすることを目的とするとともに、心理学

分野における愛着スタイルを参考とし、人と地域との関係

から地域愛着保持者の分類を行い、その特徴と変化への受

容性や将来世代との関係性などの要素との比較を行う。 
心理学の分野において、代表的な二者関係論にソシオメ

ーター理論と成人の愛着理論がある 6)。前者は社会集団と

の関係について特性自尊心(1)が、後者は特定の他者との親

密な関係について自己観(2)と他者観(3)が、二者関係の質に影

響するとしている。特性自尊心の低さや自己観、他者観の

低さは、精神的健康や幸福度に負の影響を与えるとされて

いる。本研究では、これらの理論を人と地域との関係にあ

てはめることを試み、特性自尊心の概念から「自分は地域

に必要とされる価値があるか」を自己観とし、他者観の概

念から「地域は自分の期待に応えてくれるか」を地域観と

定義する。地域愛着を自己観と地域観による2元4象限で

捉える方法により、地域づくりへの影響を検討する。 

２、対象地の選定と研究方法 

（１）対象地の選定 

 対象地の選定にあたり、①最も多い人口規模である人口

10~20 万人の市町村、②生活利便性及び出生比率が上位も

しくは下位25%を満たす市町村から6つの対象地を選定し

た（表－1）。生活利便性については「住み良さランキング

20217)」の3指標（人口あたり飲食店数、人口あたり小売販

売額、可住地面積あたり飲食料品小売事業所数）と「住宅・

土地統計調査 8)」の持家比率を用い、出生比率は人口移動

調査 9)を用いて、生活利便性と出生比率の高低から地域(を

それぞれ選択した。 

表－１ 生活利便性と出生比率による対象地の選定 
出⽣⽐率 

⾼い 低い 
利便性 ⾼い ⾼岡市 海⽼名市*・彦根市 

低い ⼀関市 我孫⼦市*・東近江市 
*出⽣⽐率の低い市町村については三⼤都市圏と地⽅圏から選択 

（２）アンケートの方法と設計 

表－1 の対象地に居住しマクロミルのモニターに登録し

ている人を対象に、Webアンケート調査を行った。実施時

期は 2021 年 12月20 日～24 日の 5 日間であり、各市200
件程度ずつ、計 1,274件の回答を得た。なお、年齢 2区分

（50歳以上、50歳未満）、利便性に対する評価、居住地が

出身地であるかについて回答者数が同数になるように割付

を行った。アンケートの主な項目は表－2の通りである。 

表－２ アンケートの質問内容 
指標 回答⽅法 

愛着度 居住地及び出⾝地の愛着の強さを回答（とても愛着を感
じる〜少しは愛着を感じるの4件＋全く愛着を感じない） 

愛着を感じる
理由 

⾃由記述式及び選択式（⽣活利便性，地域の魅⼒，⼈
間関係に関する27項⽬から複数回答） 

⾃⼰観・地域観 ⾃⼰観および地域観の強さ（5件法） 
地域態度 地域活動への参加，地域変化への受容，関係⼈⼝の可

能性，将来世代への責任感など（5件法） 

（３）分析手法 

 愛着の有無については、アンケートで「全く愛着を感じ

ていない」と回答した人を愛着の無い人、それ以外を回答

した人を愛着の有る人として取り扱った。また、5 件法を

用いた質問では、「非常にそう思う」「そう思う」と答えた

人を質問に対して肯定的であるとし、それ以外を否定的で

あるとして取り扱った。量的データでは相関係数を、カテ
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ゴリデータと量的データの場合には相関比を出し二者間の

相関分析を行った。また自由記述の分析にはKH Coder(4)を

用いてテキストマイニングにより分析を行った。 

３、居住地の特性からみた地域愛着 

（１）居住地への愛着理由と愛着の生成・強弱との関係 

居住地に対し愛着を感じる人は全体の9割存在した。ま

た地域別で見ると愛着強度の割合に大きな差はなく、利便

性や出生比率の差による影響は確認できなかった（図－1）。 
次に、愛着保持者（n=1,147）の愛着理由（自由記述）を

共起ネットワークで分析した（図－2）。なお出現回数が10
回以上の単語を分析対象とし、描画数は60とした。「生活」

「便利」「買い物」や、「利便」「交通」「良い」に共起関係

があり、日常生活の主観的利便性は地域愛着の理由となっ

ていることが分かる。また「生まれる」「育つ」「場所」に

も共起関係があり、出身地であることも愛着理由となって

いることが分かった。 
そこで選択式での愛着理由の選択割合（複数選択）の中

で利便性や出身地に関する項目を見ると「日常生活が便利」

が45.4%、「生まれたり育ったりした場所である」は23.3%
であった。地域別では（表－3）、生活利便性の高い地域で

は「日常生活が便利」の選択率が最も高く、生活利便性の

低い地域では「自然環境に恵まれている」の選択率が最も

高かった。よって生活利便性の高い地域では主観的利便性

が地域愛着の要因となりやすい傾向が読み取れた。 
 次に、主観的生活利便性や出身地であることと愛着の強

度との関係を見るために、対応分析を行った（図－3）。愛

着の強さに関する名義変数の布置を見ると、原点（0, 0）か

ら見て右側に愛着の弱い語が、左側に愛着の強い語が布置

されていることが分かる。愛着の強弱による回答内容の違

いとして、愛着の強い場合には「スーパー」「病院」「施設」

「生活」「便利」といった日常生活に直結する単語が読み取

れた一方で、「生まれる」「生まれ育った」「地元」「出身」

といった出身地に関する単語は愛着の強弱に関係なく出現

した。つまり、出身地であることは愛着生成の要素となる

が、愛着を強める要素にはならないことが明らかになった。 

表－３ 愛着理由選択率（複数選択、％） 

(n=) 
⾼岡 
(188) 

彦根 
(188) 

海⽼名 
(197) 

⼀関 
(184) 

東近江 
(190) 

我孫⼦ 
(200) 

⽇常⽣活が便利 47.3 46.8 53.8 38.6 41.6 44.0 
安⼼して暮らせる 34.6 31.9 35.5 31.5 34.2 39.5 
落ち着いた雰囲気 31.9 27.7 31.0 28.8 32.6 44.0 
友⼈、知⼈がいる 33.5 32.4 29.9 38.0 33.7 31.0 
⾃然環境に恵まれ

ている 28.2 36.7 40.6 44.0 50.0 51.5 
持家、⼟地がある 29.3 30.3 33.0 36.4 39.5 35.0 
⽣まれたり育った
りした場所である 27.7 22.3 19.3 26.1 26.8 18.0 
家族、親戚がいる 29.3 22.9 22.3 29.3 26.3 23.5 
働くところがある 25.5 29.8 18.3 28.3 23.2 10.0 
地域が開発されて

いる 5.9 3.7 26.9 4.9 4.7 4.5 

図－１ 地域別に見た愛着の有無と強度 

図－２ 愛着理由（自由記述）の共起ネットワーク 

図－３ 愛着理由（自由記述）と愛着強度の対応分析 

（２）出身地への愛着理由と居住有無との関係 

居住地が出身地でない場合における愛着理由の生成要因
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の違いをみるために居住地が出身地（出身地を含む市に住

んでいる）かどうかで分類し、前項（1）と同様に調査を行

ったが、出身地に居住していない人の愛着の生成要因につ

いて判別するに至らなかった。 
 次に、出身地に対する愛着をみると、どの地域も出身地

に住んでいない人のほうが愛着の無い人の割合が高く、愛

着を強く感じる人も少なくなる傾向が見られた。次に、居

住有無での愛着理由（選択式）の選択率で比較すると（図

－4）、「家族、親戚がいる」「友人、知人がいる」の選択率

が、出身地に居住している人よりも居住していない人のほ

うが多く、地域の環境よりも親族・知人の存在が愛着要素

として強くなることが読み取れた。 

図－４ 出身地での居住有無での愛着理由（複数選択） 

４、地域との関係スタイルとその特徴 

（１）二者間の関係スタイル分布と地域愛着 

 横軸を自己観、縦軸を地域観とし、「どちらでもない」を

原点としてバブルプロットで分布を作成し、自己観と地域

観について肯定的か否定的かにより4つのグループを作成

した。具体的には、両方とも肯定的なタイプを協働型、自

己観が否定的で地域観が肯定的なタイプを享受型、自己観

が肯定的で地域観が否定的なタイプを奉仕型、どちらも否

定的なタイプを疎遠型とした。なお、どのグループにも属

さなかった群を分類不能群とした（図－5，表－4）。疎遠型
が全体の41%を占め、次に分類不能群（39%）、次いで協働

型（10%）の順で多かった。地域愛着の有無で見ると、地

域愛着保持者は分類不能群に42%、疎遠型に36%、協働型

に11%、享受型に7%、奉仕型に4%存在し、地域愛着非保

持者は疎遠型に 87%、分類不能群に 13%存在した。また、

横軸の自己観と縦軸の地域観との間には強い正の相関関係

が確認された（ρ=0.755，1%有意）。 
関係スタイルと愛着度の関係性（表－4）について、「非

常に愛着を感じる」を5点、「全く愛着を感じない」が1点
となるように点数化し平均点を算出した。関係スタイルご

とに比較して見ると、協働型と享受型の愛着度が同水準で

高く、次いで奉仕型、分類不能群、疎遠型の順となった。

関係スタイルと愛着度の相関比を算出するとη2=0.221（1%
有意）であり、関係スタイルと愛着の強さの間に相関があ

ることを確認した。 
次に、各関係タイプでの地域愛着の具体的な中身の違い

を確認するため、愛着理由（自由記述）の中で地域資源に

関する語（頻出語上位150語中33語）及びを地域に対して

抱く感情（名詞・形容詞 623語中 23語）を抽出し（表－

5）、地域との関係スタイルとで出現割合をクロス集計した

（図－6）。地域資源に正の評価をする割合は地域愛着の高

い協働型や享受型で多く、負の評価をする割合は地域愛着

の低い疎遠型や分類不能群で高くなった。地域に対する感

情については、記述数は少ないものの、地域に対する正の

感情では愛着度が高いほど記述が増える傾向にあり、協働

型で最も記述割合が高かった。内容を見ると、分類不能群

を除く全ての型で「楽しい」、奉仕型を除く全ての型で「安

心」「好き」の記述が見られた。これら以外の要素では、疎

遠型で「満足」「のんびりできる」「ほっとする」、分類不能

群で「心地よい」の記述が見られた。負の感情については

享受型を除き記述があり、愛着度が弱くなるほど記述割合

が増える傾向にあった。また型による目立った違いがない

正の感情とは異なり、型により記述の内容に差が見られた。

協働型では「不満」、奉仕型では「疲れ」「苦痛」、疎遠型で

は「嫌」「不安」「孤独」等、分類不能群では「心地よくな

い」「つまらない」「不満」が挙げられ、自己観と地域観に

よる関係性を体現するような特徴的な単語が出現していた。 

図－５ 地域との関係スタイル分布 

表－４ 地域との関係スタイルと地域への愛着度 
協働型 奉仕型 享受型 疎遠型 分類不能 

⼈数 125 48 80 523 498 
愛着度平均 4.088 3.625 4.038 2.545 3.183 
標準偏差 0.749 0.857 0.887 1.128 0.974 

表－５ 愛着理由の抽出語 
カテゴリ 愛着理由に含まる単語 
地域資源に
関する語 

⾃然/景⾊/⽔/緑/⾵景/雰囲気/歴史/災害/⽥舎/都市/
都会/店/スーパー/コンビニ/ドラッグストア/⼈/実家/
知⼈/友達/友⼈/近所/交流/利便/買物/交通の便/治安/
施設/駅/病院/住宅/学校/公園/  

地域に対し
て抱く感情 

【正の感情】安⼼/好き/楽しい/⼼地よい/満⾜/ほっと
する/のんびり 
【負の感情】不安/嫌い/嫌/つまらない/楽しくない/孤
独/⾟い/疲れ/苦痛/苦労/不満/好きではない/⼼地よく
ない/⼼地よく⽣活していない 
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図－６ 関係スタイルと地域資源への評価及び感情 

（２）地域との関係スタイルと地域への態度との関係 

 地域資源への評価や地域に対する感情の正負の出現割合

は地域愛着の強弱と関係しているが、その感情の中身は多

様であることが（1）より明らかとなった。そこで、（1）で

分類した4つの分類＋分類不能群と地域への態度について

相関分析を行ったものを表－6 に示す。愛着度平均が最も

高い協働型では「サービス維持のための転居への受容性」

を除く全ての地域への態度の項目と正の相関があり、また

愛着度平均が最も低い無益型では地域態度に負の相関があ

ることが分かった。一方で、協働型と愛着度が同程度高い

享受型では地域態度との間にほとんど相関は確認できず、

地域に高い愛着を持つ人が必ずしも地域への貢献行動をし

やすいとは限らないことが示唆された。また、「サービス維

持のための転居への受容性」については今回の調査ではど

の型でも相関は見られず、関係スタイルによる分類では転

居を受容できる人の特徴を捉えることはできないことが明

らかになった。 

表－６ 関係スタイルと地域態度との相関係数 

５、まとめと考察 

 本研究では地域愛着の規定因を明らかにするとともに、

二者関係理論を人と地域との関係に適用し、地域愛着との

関係及び地域への態度に与える影響を明らかにした。 
地域愛着の生成には出身地であることの影響が強いが、

地域愛着の強度には住民の主観的生活利便性が影響し、出

身地であることや客観的生活利便性については地域愛着へ

の影響が少ないことを示した。また出身地居住者と非出身

地居住者では出身地への愛着を感じる要素が異なり、非出

身地居住者ほど地縁や血縁を愛着要素とする傾向があった。 
地域愛着の分類では、人と地域との関係性を自己観と地

域観からなる4分類で捉えることの有用性を示した。地域

観の肯定的な協働型と享受型では地域への愛着度が強いが、

まちづくり活動への参加有無や、不利益を伴う地域変化へ

の受容性、関係人口となる可能性、将来の地域への責任感

については協働型で相関が見られ、享受型では見られなか

ったことから、今後の地域づくりを考える際、地域活動へ

の動機として地域愛着を捉える上では、地域愛着の強弱だ

けで議論するのではなく、関係スタイルの型ごとの特徴を

踏まえて進める必要性があることを示した。 
最後に、本研究における関係スタイルの分類は、心理学

分野における二者関係論の適用可能性をみることを目的と

したため、自己観と地域観の強弱を直接的に質問した結果、

全体の39%が分類不能となった。享受型と奉仕型に分類さ

れる回答者が少ないことから調査手法に改善の余地がある

と言える。さらに愛着理由の自由記述では地域に対する感

情の出現割合が低く、今回の結果だけでそれぞれの型の特

徴を言い表すことはできないため、さらなる特徴把握のた

めの分析の蓄積が必要である。 
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状況を通じて安定した自己肯定の感覚を指す。 

(2) 自己観とは、自分は他者から受容される価値があるという感覚を指す。 

(3) 地域観とは、他者は自分の要求に応えてくれるという感覚を指す。 

(4) 本分析に使用したバージョンは3.Beta.05である。https://khcoder.net/ 
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多拠点生活サービスが空き家所有者の気がかり解消と活用意義の実感に果たす役割

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科  齋藤 真奈夢 
奈良女子大学生活環境学部  室﨑 千重 
神戸大学大学院工学研究科  近藤 民代 
神戸大学大学院工学研究科  西田 極 

1. はじめに

空き家所有者の気がかりと空き家活用促進のADDress 
国土交通省令和元年空き家所有者実態調査１）によれば、

空き家活用が進みにくい理由は「物置として必要」という

所有者の意向である。一方で、「好きなときに利用や処分が

できなくなる」「将来、自分や親族が使うかもしれない」な

ど、将来の活用に対する気がかりの存在が窺える（図1著
者塗りつぶし）。 

本研究で研究する多拠点生活サービスADDress(1) 2)は、全

国の空き家を多拠点生活の拠点に再生し、会員がさまざま

な拠点を訪れ、現地の人と出会い、生活することによって、

「地方創生」を目指している。 

図 ２ ADDressの契約形態 3)

ADDressの拠点は転貸借契約で、ADDressが所有者から

物件を借りて拠点化し、会員にサービスを提供する。拠点

の管理、会員の滞在サポートは所有者又はADDressが用意

した拠点管理人(2)が担当する。多拠点生活サービスの拠点

は多いほど事業の充実につながるため、新規性のある空き

家活用として注目される。図1の所有者の空き家活用に対

する気がかりの中に、ADDressの仕組み・方針によって、

解消できるものがあると考える。空き家活用は、不十分な

安全対策や利用の仕方によって、地域に迷惑をかける場合

がある。その場合、所有者が地域の目を気にして活用に踏

み切れない。所有者と地域が信用できる人が空き家を活用

し、地域に役立つのであれば、所有者も安心して任せるこ

とができる。ADDressの仕組み・方針は、所有者の管理負

担減少、他人に貸す不安の減少、地域の安心感などに効果

があると考える。 
ADDressが、所有者の物件提供のメリットに、会員・拠

点管理人との交流を通じたやりがいを挙げている３）。所有

者が「物件を提供して家賃収入を得る」だけではなく、

「空き家活用による交流から刺激をもらい、人脈を広げ、

人生を豊かにする」ことは、所有者に空き家活用の意義を

実感させると推察する。 
研究目的と仮説 
表１で示すADDressの仕組み・方針が、所有者の気がか

りを解消し、空き家を拠点とした活用を促すのではないか。

本研究の目的は、多拠点生活サービスが所有者の①気がか

り解消と②活用意義の実感に果たす役割を明らかにするこ

とである。本稿では表1の a・bの仮説を検討し考察する。 
表 １ 仮説：ADDressの仕組・方針と所有者の気がかり 

2. 調査概要

拠点管理人を対象として、2021 年の 8 月 16 日と 9 月 1
日にオンラインインタビュー調査（N=2）を、2021年の12
月から 2022 年の 1 月にかけてアンケート調査（N＝169）
を行なった。アンケート調査は50票の有効票を得た。イン

タビュー調査の所有者兼拠点管理人Yさんのように、所有

者が拠点管理人を務める場合があり、アンケート調査では

50 人のうち 17 人が所有者兼拠点管理人である。2 つの調

査の概要を表2、表3に示す。 

図 １ 空き家活用が進みにくい原因 1)

拠点管理人 
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表 ２ インタビュー調査概要 

表 ３ アンケート調査概要 

図 ３ ADDressによる拠点分類 

50票の拠点管理人のうち、3人は複数拠点の拠点管理人

を兼任のため、拠点件数としては 53 件の回答を得、45 件

はADDressが公表している家タイプを確認できた。図3よ
り、家タイプの割合を調査配布拠点と回収拠点で比較する

と、回収拠点は依頼拠点より、宿泊施設連携が6.2％多く、

ADDressによるプロデュース物件で利用がADDress会員限

定であるオリジナルは17％少ない。 

図 ４ ADDress拠点化前の建築物の使われ方 

図4より、アンケート調査有効票50件のうち、拠点以前

に空き家・空き物件だったものは9件（18％）、居住のある

住宅だったものは3件（6％）、宿泊施設だったものは30件
（60％）である。 

3. 拠点管理人の意向・活動による地域と所有者への

影響 -アンケート調査結果- 

アンケート調査より、有効票のうち、1 票が会社で維持

管理を行なっており、回答を控えている箇所があるため、

図5、6ではN＝49、拠点管理人のみはn=32となる。 

図 ５ 拠点管理人の現在の住まいから拠点までの距離 

図5より、拠点管理人49人のうち16人（33％）が拠点

に住み込みしている。所有者兼拠点管理人 17 人のうち 11
人が徒歩10分圏内に住み、住み込みが7人で最も多い。拠

点管理人のみ32人は徒歩30分以上が13人で最も多いが、

徒歩10分圏内も15人と多く、拠点近くと少し離れて住む

人に分かれている。 

図 ６ 拠点管理人の出身ごと所有者と知り合った時期 

図6より、拠点管理人の出身ごとに、所有者と知り合っ

た時期をみると、出身に関わらず、ADDress拠点ができる

前が7割を超える。 

図 ７ 拠点管理人と所有者のコミュニケーション 

図7より、33人の拠点管理人のうち、15％が所有者と知

り合っておらず、12％は知り合っているがコミュニケーシ

ョンがない。55人の拠点管理人は所有者に会って話してお

り、他にも電話、SNS、メールでコミュニケーションをと

っている。 

図 ８ 所有者の現住地ごとコミュニケーション 

所有者と知り合っていない拠点管理人5人を除き、所有

者の現住地とコミュニケーションの内容を図8に示す。所

有者が拠点のある市町村に住んでいる拠点管理人 19 人の

うち 15 人が、所有者が拠点のある都道府県に住んでいる

拠点管理人は5人のうち3人が、所有者と会って話してい

る。所有者の現住地が拠点に近いほど、会って話すが多い。

所有者と知り合っているが現住地はわからない拠点管理人

は、どの種類のコミュニケーションもない。 

拠点管理⼈インタビュー調査
実施⽅法 オンライン（zoom）

実施⽇ 2021年
8⽉16⽇ 9⽉1⽇

対象 ADDress拠点K
拠点管理⼈Iさん

ADDress拠点S
所有者兼拠点管理⼈Yさん

所有者
拠点のある県に居住

拠点管理⼈とは拠点化前から
関わりを持つ

拠点管理⼈を兼ねる
拠点のある県に居住

拠点物件 所有者の実家 所有者兼拠点管理⼈が数年前に
購⼊しセルフリノベーション

拠点管理⼈アンケート調査
依頼⽅法 郵送
実施⽅法 郵送 Googleフォーム

期間
2021年12⽉14⽇から

2021年
12⽉30⽇まで

2022年
1⽉10⽇まで

対象 拠点管理⼈

回答数 送付：ADDress拠点169件
回収数：51⼈ 回収率30.2% 有効票：50票 有効率29.6%

分析項⽬

基本情報（担当拠点、出⾝地、拠点と住まいの距離）
拠点管理⼈の仕事について（動機、共に活動する⼈）

拠点地域について（拠点化後の地域の変化）
拠点物件について（拠点化前の物件）
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図 ９ 拠点管理人が地域で共に活動している人 

図9より、拠点管理人が地域で行う活動で、自治体、地

域住民が共に活動していると回答した拠点管理人はそれぞ

れ42％と44％いる。 

図 １０ 拠点管理人を始めた動機 

図10より、拠点管理人を始めた動機は、宿泊施設の空き

部屋活用が62％で最多である。これは、今回のアンケート

回収拠点の家タイプに宿泊施設が多かった（図3.4）影響で

ある。一方で、まちづくり・地域活性化への興味は34％あ

り、地域内の若者の居場所を残すという動機も見られる。

一部の拠点管理人がまちづくり・地域活性化の意識をもつ

ことが確認できる。 
 拠点ができたことによって、地域に変化を感じるか尋ね

た。地域の変化の認知が判別できない無効票 3 票を除く

N=47とする。 

 
図 １１ 左：地域の変化の認知 右：地域で感じる変化 

図11より、拠点ができても地域に変化を感じていない拠

点管理人は 32 人（72％）と多く、変化を感じているは 15
人（28％）である。感じている変化をみると（N=15）、「人

が来ることで自信がつき、地域への誇りが育まれた（47％）」、

「地域外の人への受け入れ意識が変わった（13％）」、「具体

的な地域の魅力に気づいた（20％）」と、意識の面での変化

が見られる。また、「拠点に立ち寄って滞在者と交流するよ

うになった（13％）」と、行動の面で変化があった地域もあ

る。 
 次に、拠点管理人の動機と地域の変化の認知の関わりを

みる。 

図 １２ 地域の変化の認知ごと拠点管理人の動機 

図 12 より、地域の変化を感じている拠点管理人の 73％
が、まちづくり・地域活性化への興味があり、変化を感じ

ていない拠点管理人とは60％の差がある。 
 拠点管理人の、地域の変化の認知による、所有者とのコ

ミュニケーションの差をみる。拠点管理人のみ 33 人のう

ち、地域の変化の認知が判別できない3票を除くN＝30で
ある。 

図 １３ 地域の変化の認知ごとコミュニケーション 

図 13 より、変化を感じている拠点管理人の 78％は、所

有者に会って話すコミュニケーションをとっており、特に

変化を感じていないより30％高い。 

図 １４ 所有者の拠点訪問 

図 14 より、33 人の拠点管理人のうち、15％が所有者と

知り合っておらず、12％は知り合っているがコミュニケー

ションをとっていない。一方で55％の拠点管理人は所有者

に会って話しており、そのほかにも電話やSNS・メールな

どでコミュニケーションをとっている。 

図 １５ 地域の変化の認知ごと所有者の拠点訪問 

図15より、変化を感じている拠点管理人は、特に変化を

感じていない所有者より、所有者が拠点に定期的に訪れて

いる割合が45％以上高い。 
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その他のADDressのメリット 
他にも、インタビュー調査より、ADDressの仕組みによ

って所有者がメリットを感じた話をまとめる。 
ADDress は転貸借契約であり、会員を集めるのは

ADDressの役目になるため、所有者に人を呼び込むスキル

がなくても空き家が活用できるメリットがある。インタビ

ュー調査によると、所有者兼拠点管理人のYさんは空き家

をセルフリノベーションしシェアハウス活用を考えたもの

の、人を集めるノウハウがなく居住者を探すことが難しく

感じたことから、ADDressを利用した。また、家賃は稼働

率に影響されないため、シェアハウスより安定して収入を

得られるという。拠点管理人としての負担が大きくなれば、

拠点管理人志願者は多いため、他の人に変わってもらうこ

ともできると所有者兼拠点管理人の Y さんは考えている。 

5. 多拠点生活サービスの仕組み・方針の効果の考察

１）拠点管理人による所有者の管理負担の減少と他人に貸

す不安の減少 
拠点管理人は拠点近くに住まいがある人が多く（図 5）、

拠点に通いやすい環境にあるため、維持管理も行いやすく、

所有者の管理負担減少が期待できる。7 割の拠点管理人が

所有者と拠点ができる前から知り合い（図 6）で、特に所

有者が拠点のある市町村に住む拠点管理人は会って話して

コミュニケーション（図7・8）をとっている。所有者によ

り安心感を与えるには会って話すことが効果的と考えられ

る。また、拠点管理人の協力者に自治体や地域住民がいる

（図9）と、所有者としてはより安心できる可能性がある。

インタビュー調査によると、知らない人に空き家を貸した

くなかった所有者が、以前から関係があった現在拠点管理

人の I さんが住み込みで拠点管理人となることで信用でき

る人に任せられ、月一度の空き家の清掃が必要なくなった。 
２）「地方創生」の方針による地域の安心感と地域貢献 
 拠点管理人はまちづくり・地域活性化の意識をもってい

る（図 10）。実際に拠点ができたことによる地域の意識変

化や行動変化を感じた拠点管理人もおり（図 11）、空き家

が地域のために活用されることは所有者にとっても望まし

く、所有者と地域の安心につながると考える。また、拠点

管理人にまちづくりの意識があることで、地域の変化に敏

感になる（図12）と考えられる。インタビュー調査による

と、拠点管理人 I さんは、所有者から地域の役に立つ拠点

にしてほしいと伝えられている。地域活性や地域貢献につ

ながる活用であれば、所有者も活用に取り組みやすいと推

察する。 
３）活用意義の実感に果たす役割 
所有者が拠点に訪れ、拠点管理人と会って話す（図 7・

8・14）ことは、所有者の生活に変化や刺激を生む上に、拠

点管理人に地域の変化の声を届けることにもつながってい

る可能性がある（図 14・15）。ADDress 拠点化後も交流を

続けることで、拠点管理人と所有者が拠点・地域・生活の

変化を認知でき、所有者が空き家活用の意義を実感できる

と考える。インタビュー調査の拠点管理人 Iさんによると、

所有者は空き家を拠点とした以降も、拠点の環境改善を提

案している。所有者兼拠点管理人 Y さんは、空き家の

ADDress拠点化が決まる際に、拠点管理人の仕事に興味を

持ち、引き受けた。自作のアンケートを用いて拠点の環境

改善に努め、会員の反応を励みにする。さまざまな背景を

持つ会員と触れ合うことで、生活に刺激を得ている。 

 拠点管理人による所有者の管理負担の減少と他人に貸す

不安の減少、「地方創生」の方針による地域の安心感と地域

貢献、拠点化後の交流による所有者の活用意義の実感の可

能性から、多拠点居住サービスの①所有者の気がかり解消

と②活用意義の実感に果たす役割を示唆している。 

6. 今後の展望

今後は、所有者を対象として、所有者の年齢・性別・配

偶者と被相続者の有無・自由時間の有無・年収、物件の築

年数・所有者の利用歴などによって発生する気がかりの違

い、所有者の拠点化前の意向、ADDressの仕組み・方針に

よって解消した気がかりの有無と種類、活用後に生じた気

がかりの有無、活用後の関わり方と今後の意向の調査を行

い、空き家活用に対する気がかりとその解消、活用意義の

実感と継続意向への効果について、詳細な検討を行う。そ

こから、今後の人口世帯減少社会における空き家活用の普

及・継続に、有効な空き家活用の仕組み・事業性に関する

知見を得る。 
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(1) ADDressは、定額住放題サービス、文中の多拠点生活サービスの提供

を行う事業。全国に拠点を展開し、利用者が滞在する。拠点の管理は

拠点管理人が行う。 

(2) ADDressのサービスでは「家守」とされる。拠点管理人には稼働率に

よって維持管理代が月 A々DDressから支払われている。 
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多拠点居住プラットフォームを介した地域住民と拠点の関わりによる地域に対する意識の変化について 

  神戸大学大学院工学研究科   西田 極 

神戸大学大学院工学研究科  近藤 民代 

奈良女子大学生活環境学部 室﨑 千重 

奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科  齋藤 真奈夢 

１ 序論 

１ー（１）本研究の背景 

 近年、リモートワークやコワーキングスペースの利用等

により働き方は多様化しCOVID-19の拡大に伴いライフス

タイルの変容が進んでいる。このような状況下で複数の地

域を移動して暮らす多拠点居住という暮らし方を支える多

拠点居住プラットフォームが登場している。多拠点居住者

は人口減少地域の関係人口としても期待されている。多拠

点居住をサービスとして展開する主要事業者の一つである

ADDress1)は全国定額住み放題サービスを通した地方創生

をかかげ、という形で多拠点居住の実現に取り組み、生産

年齢人口減少地域等において、関係人口 2）の創出に寄与し

ている 3)。 

１ー（２）仮説 

田中 4）によると地域再生における関係人口とは、特定の
地域に関心を持つよそ者が地域課題に関心を持ち地域に継
続的に関わる者とされている。これに対し、『地域への強
い関心がなくとも、地域外住民の多拠点居住による人口減
少地域への「継続的な人の流れ」と、地域住民による拠点
の認知を含めた「拠点という場の形成」が、地域へのイン
パクト形成に寄与する。』というのが本研究を進める上で
の仮説である。 

１ー（３）本研究の目的 

本稿では次の二つを明らかにする。 

① 多拠点居住プラットフォームを介した拠点と地域

住民との関わりを通して地域住民にどのような地

域への意識の変化が生まれるのか。

② 拠点ごとのA. 地域住民と拠点との関わりを促すた

めの拠点管理人（２）による活動と、B.地域に対する

拠点の場としての設えがどのように地域住民の地

域への意識に影響するのか。

１ー（４）研究の方法 

全国に約232箇所（2022年6月現在）の拠点を展開し多拠

点居住サービスの主要な事業者であるADDressの拠点を研

究対象とし、以下の方法で研究を進める。 

① 多拠点居住によってどのような地域住民にどのような

影響が生まれているのかを調査する。

② A.拠点地域に対する拠点管理人の活動（協同主体、対

象（場所  ）、B.地域に対する拠点の設えを調査・整理

し、①との関連性を考察する。

２ 多拠点居住サービスの拠点と拠点管理人の特徴 

ADDressの拠点の形態としてゲストハウスやホテル等との

宿泊施設連携が約半数、次いで空き家を改修したオリジナ

ルが 4 分の 1、残りはシェアハウスやホームステイ型があ

る。拠点管理人の職業分布はフリーランス（個人事業主）

が39.6％、が最も多く、会社員、経営者がともに 24.5％、 

学生が3.8％、パート・アルバイト、公務員、専業主婦（主

夫 ）、無職が1.9％となっている。拠点に通う頻度は「住み

込み」が24.5％と最も多く、「ほぼ毎日」、「週4〜5 」、「週

2〜3」がそれぞれ約2割で、「週1程度」が約1割となって

いる。このことから半数近くの拠点管理人が拠点に毎日訪

れ、管理業務や会員との交流を行なっている。 

３ 拠点管理人の活動と、多拠点居住者による地域住民への

影響についての調査結果 

2021 年 7 月から 11 月にかけて多拠点居住プラットフォー

ムを介した地域住民への影響を探るため、「拠点管理人の活

動」「多拠点居住者が地域住民に与える影響」について現地

での参与観察による調査を行った（表－1 ）。 

表－１ 現地調査概要 

期間 2022/7/4〜2021/11/30 

調査対象 拠点管理人 

調査方法 現地での参与観察による対面でのヒアリング 

拠点名 吉野A、B邸(a) 小田原B邸 (b) 蒲原A邸(c) 三豊A邸(d) 

所在地 奈良県吉野町 神奈川県小田原市 静岡県静岡市 香川県三豊市 

提携形態 宿泊施設連携 宿泊施設連携 宿泊施設連携 オリジナル 

滞在日数 1日 ２日 ３日 ３日 

調査項目 ・拠点管理人の活動（拠点/拠点外） 

・多拠点居住者が地域住民に与える影響 

表－２ 拠点管理人の活動 

拠点内 拠点外 

・拠点の管理・運営 

・拠点内での多拠点居住者との 

食事 

・滞在者に地域の人を紹介(a、c) 

・地域で取れた野菜を拠点の共用

スペースに設置(d) 

・地域住民を含めたワークショッ

プ等のイベント(a、b、 d)) 

・イベントの情報発信 a) 

・地域住民と多拠点生活者が参加でき

るイベントの企画、参加  

(a、b、c) 

・ADDress利用者と学生向けのプロジ

ェクト (b)  

・地域の野菜収穫の手伝い(d) 

・拠点管理人の経営する飲食店での多

拠点居住者による料理提供(d) 

表－2 にヒアリングにより得られた拠点管理人の拠点内外
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での活動について示す。拠点「内」では拠点の管理や運営

だけでなく、多拠点居住者との交流や、地域の広報、地域

住民と多拠点居住者をつなぐ拠点でのイベントなどを行っ

ていた。拠点「外」においてはイベントの情報発信や地域

住民といった主体的な地域貢献の活動のほか、多拠点居住

者と協同でのイベント企画などを行っていた。 

拠点ができたことによる地域住民への影響は、次のことが

確認された。 

・地域の具体的な魅力の再発見、地域への誇りの涵養とい

った地域への意識の変化 

・特定の会員との交流が会員全体への信用、拠点の認知に

つながる 

・地域住民が拠点に立ち寄り会員と交流することが生きが

いになる 

以上のプレ調査を踏まえて設計した拠点管理人に対する

アンケート調査を2021年12月に実施した（表－3）。  

表－３ 拠点管理人アンケート調査概要 

依頼方法 郵送による配布 

回答方法 郵送 Googleフォーム 

期間 2021/12/14〜 

〜2021/12/30 〜2022/1/10 

回答数 N＝51（配布数169  回収率30.2％） 

分析項目 基本情報（年齢、性別、拠点、拠点管理人歴、職業、居住

地） 

提携形態（空き家、宿泊施設提携、その他提携） 

会員に対する活動  

（拠点管理、交流、仲介、イベント開催）に整理 

共に地域での活動を行っている主体  

自治体 / 住民 / 地域外 / 会員 / 拠点管理人 

会員以外が利用できる地域に開かれた空間の有無 

常時開放 / イベント時開放  / なし 

拠点管理人が感じている地域住民への影響 

意識の変化、行為の変化 (現地調査から設定） 

会員に対する拠点管理人の活動の整理においては、拠点で

の会話や食事といった交流、地域情報の広報や地域住民の

紹介によって地域と多拠点居住者をつなげる仲介、地域内

でのイベント開催に分類している。 

図ー１ 地域に開かれた空間を持つ拠点の例（三豊A邸） 

分析項目の「会員以外が利用できる地域に開かれた空間」

を持つ拠点の例を図1に示す。図1は空き家を改修した拠

点でかつて美容室であった空間（斜線部）をコワーキング

スペースとしている。会員が仕事を行う際に利用するほか、

地域住民を招いての食事会等が行われる。他の拠点におい

てもコワーキングスペース、カフェなどの飲食店といった

日常的に利用できる空間や、イベント時のみ開放される空

間がある。 

表－４ 拠点管理人が感じている地域住民への影響 

※複数選択可｛ ｝内は回答者番号 

選択肢 回答数 

特に変化は感じていない

｛1,3,6~9,11,13~16,18,19,24,26,29,31~34,36,38,41~50｝ 

32 

【意識の変化】 

人は来ることで自信がつき,地域への誇りが育まれた 

｛2,6,10,17,25,28,35,37,39,51｝ 
10 

具体的な地域の魅力に気づいた｛2,6,10,28,35,51｝ 6 

地域外の人への受け入れ意識が変わった｛4,5,23,25,27｝ 5 

【行動の変化】 

地域へのイベントに参加するようになった｛5｝ 1 

地域のイベントの運営に協力するようになった｛5,25,51｝ 3 

拠点に立ち寄り,滞在者と交流するようになった 

｛2,4,5,10,20,21,｝ 

6 

新たにお店を開いた｛35｝ 1 

お店の営業時間を増やした 0 

その他｛12,30｝ 2 
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回答を意識の変化、行動の変化に分類した。回答者51名中

17 名の拠点管理人が地域住民に対して何らかの影響があ

ると回答している。項目別では意識の変化は 15 名の拠点

管理人が感じており、「人が来ることで自信がつき,地域へ

の誇りが生まれた」が10名で最も多かった。また、行動の

変化として拠点に立ち寄り滞在者と交流するようになった

拠点が6名だった。 

次に拠点管理人が地域住民に対してなんらかの影響を感じ

ている表－4 の 17 拠点の「ⅰ.拠点管理人の活動の内容と

ⅱ.地域活動の協同主体」、「ⅲ.地域に開かれた空間の有無と

ⅳ.提携形態」それぞれについて、表－5、表－6に集約した。 

表－５ 地域住民への影響の発生拠点と拠点管理人の活動 

№ ⅰ. 会員への活動 

（拠点管理を除く） 

ⅱ.地域活動の協同主体 

(「特になし」と回答→51名中19名) 

2 仲介、交流、イベント開催 自治体、住民、地域外、拠点管理人 

4 仲介、交流 自治体、住民、地域外、会員 

5 - 自治体、住民、地域外 

10 仲介、交流、イベント開催 自治体、住民、地域外 

17 特にしていない 地域外 

20 仲介、交流 自治体、住民、地域外、拠点管理人 

21 仲介 自治体 

22 仲介 自治体 

23 交流、仲介、イベント開催 自治体、住民、会員 

25 仲介 自治体、住民 

27 交流、仲介 自治体、地域外 

28 交流 自治体 

35 交流、仲介 自治体、住民 

37 -  自治体、住民、地域外 

39 仲介 拠点管理人 

40 仲介、交流 住民 

51 仲介 未回答 

回答者 51 名の中で共に活動をおこなう協同主体について

「特になし」と答えたのが 19 名（37％ ）であったのに対

し、地域住民への影響を感じていた拠点管理人 17 人のう

ち16人がいずれかの協同主体と共に活動を行っている（表

－5）。 

表－６  

地域住民への影響の発生拠点と地域に開かれた空間の有無 

№ ⅲ. 会員以外が利用できる 

地域に開かれた空間の有無 

※全体では常時開放→30/51（59％） 

ⅳ . 提携形態 

2 あり（常時開放） 宿泊施設連携 

4 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

5 宿泊者のみ 宿泊施設連携 

10 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

17 あり（常時開放) オリジナル 

20 あり（常時開放) シェアリングスペース 

21 あり（常時開放) 酒蔵 

22 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

23 あり（常時開放) オリジナル 

25 あり（常時開放) 不明 

27 会員制コワーキング オリジナル 

28 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

35 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

37 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

39 あり（常時開放) 宿泊施設連携 

40 あり（イベント開放） オリジナル 

51 あり（イベント開放） 宿泊施設連携 

提携形態について、全体の割合に比べて大きな偏りは見ら

れない。一方、拠点内の会員以外が利用できる地域に開か

れた空間の有無については、「常時開放している空間がある」

と答えた拠点管理人は51名中30名（59％ ）であったのに

対し、地域住民への影響を感じている拠点管理人について

は17人中14人（82％ ）であった。 

４ 考察 

４ー（１）多拠点居住によって生まれている地域住民への

影響 

プレ調査、表－4 より多拠点居住を通して意識の変化、行

動の変化といった地域住民への影響が生まれていることが

わかる。このような影響はその項目ごとに要因が異なると

考えられる。「地域外住民への受け入れ意識」は地域外住民

が地域に入ってくる状況を住民が認知し、継続的な人の流

れを感じることで生まれる意識であると考えられる。一方

で「具体的な地域の魅力の発見」、「地域への誇り」は地域

住民が多拠点居住者との交流を通じて客観的な地域の魅力

を伝えられることで生まれる意識だと考えることができる。

これらの意識の変化を経て「イベントの運営」「イベント参

加」「新たにお店を開く」といった行動の変化に移ることが

推察できる。 

「拠点に立ち寄り滞在者と交流するようになった」地域住

民については地域への意識だけでなく多拠点居住者との交

流そのものを望んでいると考えられる。 

４ー（２）拠点管理人の活動の内容と協同主体 

表－5 から、拠点管理人の会員に対する活動の多様さは地

域住民への影響の有無と関連が見られないが、地域活動の

協同主体がいる拠点管理人の方が地域住民への影響を感じ

ていることが読み取れる。拠点管理人の活動の協同主体の

有無が地域住民の拠点の認知に関わると考えられる。 

４ー（３）地域に開かれた空間の有無とその影響 

表－6より、 拠点管理人が地域住民の意識・行為の変化を

感じている拠点は地域住民に開かれた空間が設けられてい

る。開かれた空間があることで地域住民にとっては拠点や

多拠点居住のことを知る機会や、滞在者との交流の機会が
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形成されることで多拠点居住者への心理的な障壁をなくす

ことに繋がり、地域外住民への受け入れ意識が育まれると

いった意識変容にも寄与すると思われる。また、プレ調査

の結果より、このような意識変容には特定の会員に対する

信用が会員全体への信用に影響していることも関わってい

ると思われる。以上のことから、拠点には日常的に地域住

民が関われるような場の設えが必要であると考えられる。

具体的には地域に開かれた空間の有無のほか、拠点が面す

る道を地域住民に日常的に利用するか否か等が挙げられる。 

５ まとめ 

本研究では参与観察を通して、拠点管理人の地域での活動、

多拠点居住者による地域住民への影響を調査した結果を踏

まえてアンケート調査を設計・実施した。拠点管理人の活

動の内容と協同主体、地域に開かれた空間の有無と提携形

態から地域住民の地域への意識の変化との関連をみた。 

多拠点居住プラットフォームを通して地域に継続的に人

が訪れることによる地域住民への影響が確認できた。 

・意識の変化：地域外住民への受け入れ意識や、地域の魅

力の再発見、地域への誇りの涵養 

・行為の変化：地域でのイベントへの参加や運営、拠点で

の滞在者との交流、新たにお店を開く  

地域住民への影響の発生に関わる要素は次の2つである 

① 拠点管理人が地域において行う活動に協同主体が存在

すること

② 拠点に地域に開かれた空間が存在すること

本研究では明らかになっていないが、拠点管理人の活動

が自治体との協同の場合は地域全体への拠点の認知の機会

になり、地域住民との協同の場合は直接拠点が地域住民に

認知される、地域住民同士のつながりを通じて認知される。

といった地域住民が拠点を認知するプロセスの違いがある

と考えられる。その違いが地域住民の地域に対する意識や

行動の変化の発生の有無に関わると思われる。また、拠点

の「地域に開かれた空間」についてはその有無だけでなく、

用途や外部からの視認性、土足で立ち入れるか否かといっ

た設えが地域住民が多拠点居住者と関わる機会の形成に寄

与すると考えられる。 

以上を踏まえ今後はアンケートの回答では明らかにできな

かった以下の項目について拠点管理人へのヒアリングを行

う。 

・協同主体による拠点管理人の活動の違い

・地域に開かれた空間での地域住民と拠点との関わり

・拠点が地域住民に認知される過程

・地域住民への影響についての実態

そのうえで複数の地域を選定し、拠点での地域住民への

ヒアリングを行い、 

・地域住民の意識の変化、生活行為の変化 

・変化が生まれた経緯 

・拠点の場としての捉え方

を聞き出すことで、地域住民に影響が生まれるプロセスを

考察し、地域内での拠点のあり方、多拠点居住者と地域住

民の関わり方に関する知見を得る。 
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補注 

（1）ADDressの展開する定額住み放題サービスによる多拠点居住

の基盤を本稿では多拠点居住プラットフォームとする。 

（2）拠点管理人はADDressサービスにおいては「家守」と呼ばれ

る。 

（3）本稿ではADDressのサービスを利用し多拠点居住を行ってい

る者を多拠点居住者、または会員としている。 
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名所図会における歴史的景観の価値付けに関する考察
〜淀川両岸一覧に見られる名所化の構造〜 

摂南大学大学院理工学研究科  天野 愛希 
摂南大学理工学部 加嶋 章博 

１．序 
（１）研究の背景 
日本のガイドブックの先駆けとも言える名所図会シリー

ズが江戸時代末期に数多く出版された。図会（イメージ）

と呼ばれる鳥観図的な挿絵と、名所を説明する解説（テキ

スト）により構成されている。当時、名所図会は民衆を旅

行気分にさせるメディアでもあり、名所図会ブームと呼べ

るほど爆発的な人気を見せ、各地の名所図会が刊行された。

名所図会の図会は、詳細な部分まで描写されているため、

当時の名所の賑わいや人々のふるまいを抽出することがで

きる。一方、解説では図会の解説に加え、図会には描かれ

ない部分があり、街道や河川に沿って抽出された名所を正

確に拾い上げることができる。 
本研究では、名所図会の図会（イメージ）と解説（テキ

スト）に記載されるすべてを一貫した名所として取り上げ、

名所がどのような視点で名所に位置付けられているのかを

明らかにすることを目的としている。そこで本稿では、『淀

川両岸一覧』1)（図1）を題材として取り上げ、特定の名所

がどういった地理的範囲にある他の場所との関係性からそ

の名所の特徴が説明付けられているかに着目する。その空

間スケールの特徴から当時の名所化の構造についての分析

を行い、特徴を抽出する。『淀川両岸一覧』という河川沿い

に展開される名所図会における名所の線的繋がりに着目す

ることで、一般的な名所図会において、街道沿いに展開さ

れる名所に比べ、より広域な文化的、技術的繋がりを見出

すことができ、テリトーリオの観点を踏まえた地域資源の

価値付けに資する知見を得ることを目的としている（1）。 
（２）名所図会研究について 
物理的・地理的条件だけでなく、様々な要素から土地の

特性を捉える名所図会に関する研究は、これまでに多くな

されている。風景に関する名所図会研究では、杉浦ら 3) が、

『江戸名所図会』に描かれた図会全658景を対象に、水景

に描かれる要素を分析し、日本の伝統的な親水行為の認識

を明らかにしている。また、当時の人々の生活や文化に関

する名所図会研究では、大橋ら 4) や、姫野ら 5) が、屋外・

半屋外空間の飲食店や商業空間を描く図会の描写から人々

のふるまいを分析し、分類することでその空間構成につい

て考察している。それらの多くは名所図会の挿絵である図

会（イメージ）という視覚的情報を分析したものであるが、

本研究ではそれらに加えて、名所図会の半分以上の頁数を

占める解説（テキスト）も同等の情報として取り扱う。図

会（イメージ）に着目することで当時の詳細な人々の生活

や文化、習わしを抽出することができるが、名所が点的な

ものとして完結してしまう可能性がある。一方で、名所図

会の解説（テキスト）からは、その記述の広がりを追うこ

とで、名所の線的な繋がりを含んだ分析を行うことができ

る。各名所の空間的な関係性を考慮することで、河川沿い

に展開される広域なテリトーリオの視点から名所同士の文

化的なアイデンティティを共有するような繋がりを見出す

ことができる。 

２．研究方法 
（１）研究対象 
本研究では、1861年に刊行された『淀川両岸一覧』を研

究の題材とする。名所間を線的な繋がりを持たせて分析す

る上で、淀川という都市の線的要素に沿って船上からの風

図－１ 淀川両岸一覧上り舩之部 1) 

図会（イメージ） 

解説（テキスト） 
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景を描いて展開される『淀川両岸一覧』は秀逸の史科であ

ると言える。 上り舩之部上・下、下り舩之部上・下の全4
巻のうち、図会（イメージ）と解説（テキスト）で説明さ

れた名所、解説（テキスト）のみで説明された名所の合計

289か所を対象とする。 
（２）名所を捉える視点 
各名所の解説は、市場の賑わいや、眺望できる山、詩に

詠まれる情景、歴史的背景や出来事、宗教的建造物の説明

などからなっており、それらを、施設、地形、景観、和歌、

歴史、生活、宗教の7項目に分類する。更に、名所の解説

部分に含まれる地名や山川、参照される他の名所の抽出を

行った。それらの分析結果を抜粋したものが表2である。

そして、対象の名所を説明するにあたって、どれほど遠方

の地名を参照しているのかを考察する。名所を説明する地

理的範囲に着目し、その空間スケールの分類から、広域に

見た名所の位置付けについての考察を行う。 

３．名所を捉える空間スケール 
表2に示す通り、名所の解説に参照される地名を抽出し、

どれほど遠方に所在するかを分析し、それらの地名の分類

を表1のような空間スケールで試みた。本稿では大きく、

広域な空間スケールの説明をもつ名所、ローカルな空間ス

ケールの説明を持つ名所、さらに、中間的な空間スケール

の説明を持つ名所の3つに分類して考察する。 

（１） 広域な空間スケールで捉えられる名所 
広域な空間スケールの説明を持つ名所は全9箇所見受け

られた。広域な説明に見られる地名の例としては、「西州（＝

現在の中国）」や、「中華（＝現在の中国）」、「百済国（＝現

在の朝鮮半島に位置する）」である。説明内容としては「西

州」が登場する「大坂」では多くの物資が集まる場所であ

ることが説明され、「中華」が登場する「京師」では、その

繁栄を「中華」と比較する記述、「百済国」が登場する「三

表－２ 名所に参照される名所と説明内容の分析結果（一部抜粋） 

表－１ 空間スケールの分類結果 
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嶋鴨神社」では、宗教的・歴史的な背景の説明がされてい

る。他6箇所も同じく、隣国との比較に用いられる説明や、

歴史的な背景の説明に、「朝鮮」や「唐」、「洛陽」などの地

名が参照される。「西州」や「中華」は江戸末期の中国の呼

称である一方で、「百済国」や「唐」は4世紀から7世紀に

朝鮮半島に実在した国である（図2）。 
このことから、広域な空間スケールの説明が用いられる

名所は、物資が一挙に集められた大きな国際的な空港のよ

うな存在であり、隣国と比べられるほどの繁栄を遂げてい

た場所であったといえる。また、歴史的な説明がされてい

る名所もあることから、古くからの隣国との関わりを持っ

て名所を語る必要のある場所であったと考察できる。 

（２）ローカルな空間スケールで捉えられる名所 
 ローカルな空間スケールの説明を持つ名所は、最も多く、

全267箇所見受けられる。上り舩之部、「大坂」から「京師」

の方向、下り舩之部では「京師」から「大坂」に向かう方

向で、前後に説明した名所との位置関係を説明するものが

ほとんどである。これらの名所の説明に登場する名所や地

名は、その隣村や隣に位置する名所である。加えて、地名

以外の説明事項（表1の7項目）がほとんど示されていな

い名所に着目すると、村を名所として取り上げていること

が特徴として挙げられる。例としては「赤川」、「蔥生」、「上

之辻」、「中村」、「野江」、「南島」、「森小路」などである。

これらは、江戸時代に描かれた淀川沿いの道筋を示してい

る『淀川筋道法』 6) （図3）からもわかるように村を名所

として取り上げ、「大坂」から「京師」、もしくは「京師」

から「大坂」へ位置関係を順に正確に追っている。 
 このことから、ローカルな空間スケールの説明を持つ名

所は、淀川舟航の過程を詳細に追うことによって、河川沿

いの名所が断続的に連なっていることを表現していると考

察できる（図4）。 
（３）中間的な空間スケールの説明を持つ名所 
 最後に広域、ローカルな空間スケールの説明を持つ名所

のどちらにも分類されない名所を中間的な空間スケールの

説明と分類する。ここに分類される名所は全140箇所とな

った。その空間スケールは、日本国内の各地から、近畿地

方までに留まるもの、大阪、京都市内にとどまるものまで

大小様々である。 
 説明の多くは、街道沿いに登場する地名の羅列から日本

各地への道順を説明するものや、宗教的な説明で、宗派の

総本山などを説明するものがほとんどである。その他には

ローカルな空間スケールの説明を持つ名所 より広域では

あるが、当時の「摂津国」や「山城国」といった国内の名

所の引用のみで説明がされているものが見受けられる。そ

こで、ここでは中間的な空間スケールの説明を持つ名所に

ついて、さらに、特徴として分類することができる、ⅰ）

街道に沿って展開される説明を持つ名所と、ⅱ）宗教的な

背景の説明を持つ名所、ⅲ）その他の3つに分類していく。 
 まず、ⅰ）街道に沿って展開される説明を持つ名所につ

いては中間的な空間スケールの説明を持つ名所全140箇所

のうち、57 箇所見受けられ、「天神橋」や「枚方」、「五条

橋」などが挙げられる。これらの名所の多くは、橋や駅が

施設として存在し、現在でも比較的規模の大きな鉄道の駅

になっている名所がほとんどである。これらの名所から「京

師」、「大坂」、近辺では筋の先にある名所、遠方では「江戸」

までの街道の道筋を説明している。 
次に、ⅱ）宗教的な要素の説明を持つ名所に関しては、

全 140 箇所のうち、26 箇所見受けられた。例として、「交

野神社」や「藤森神社」、「大山崎西観音寺」といった寺社

仏閣が挙げられる。これらの名所の説明に参照される他地

名、名所は、「八幡」、「稲荷」、「春日」などで、現在でも比

図－３ 淀川筋道法 6) 

図－２ 広域な空間スケール 
図－４ ローカルな空間スケール 
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較的規模の大きい寺社仏閣であることがわかる。説明内容

としては、対象の名所である寺社仏閣の宗派や、本家・分

家といった説明に「八幡」、「稲荷」、「春日」などの地名が

参照されている。 
また、ⅲ）その他に分類される名所には、全140箇所の

うち、99箇所見受けられる。説明の内容としては、歴史的

な出来事に関する説明に参照される事例や、広域な位置関

係を説明するような現代のガイドブックにも見受けられる

内容のために参照される事例がほとんどである。 
 このことから、中規模な空間スケールを用いた説明の特

徴としては、当時の物流の大動脈ともいえる街道を軸にし 
た各地方へのアクセス方法の説明や、今なお存在し続ける

寺社仏閣の宗教的な説明のために日本各地の地名が参照さ

れていることがわかる（図5）。 

４．まとめ 
（１）各空間スケールから読み取る名所の価値付け 
 名所図会の解説が示す名所の空間的なスケールの違いか

ら、前章では大きく3分類することができた。説明に1つ
の空間スケールを用いる名所もあれば、3 つの空間スケー

ルを用いている名所も見受けられた。 
「広域な空間スケール」は、隣国との関わりを説明する

ことで名所の価値を語り、テリトーリオの概念を含んだ、

国を跨ぐ広域な淀川の地域資源の広がりを窺うことができ

る（図2）。次に、「ローカルな空間スケール」は、村同士の

位置関係から地理的空間を説明し、多くの名所の解説に用

いられることから、名所の詳細な所在説明のために選定さ

れた場所であると考察できる（図 4）。そして、「中間的な

空間スケール」は、街道の説明を通して宗教的・歴史的背

景から価値付けを行い、全国の名所を線的に繋げることで、

旅をリアルに導くためのものであったことが窺える（図5）。 
 当時の旅の案内書である名所図会は、空間スケールの使

い分けによって名所を価値付け、名所化されていることが

見出された。3つの空間スケールの関係性としては、図6に
示すように、中間的な空間スケールでの説明は、当時の旅

の目的地となるような宗教的な背景の強い名所であり、そ

れらの名所の説明の際に補完する形で、広域な空間スケー

ル、ローカルな空間スケールでの説明が用いられる。例え

ば、名所の広域な空間資源の広がりを表すために、隣国に

まで及ぶ広域な空間スケールでの説明を行い、名所の詳細

な位置関係の説明や、各名所の断続的な繋がりを説明する

ために、ローカルな空間スケールでの説明を用いているこ

とが考察できる。 

（２）名所図会研究における課題 
本稿では、名所の空間スケールに着目した分析から、名

所化の分析を試みた。現段階での考察では未だ名所が点的

なもので完結しているため、今後さらに線的な繋がりを持

った分析を行うことが必要である。具体的には、対象の名

所と参照される名所の位置関係の分析や、名所が対象の名

所の説明に参照される頻度などの調査からさらに考察を深

めていく必要がある。 
 また、テキストとイメージの両側からの考察も必要であ

り、現段階では解説を読み解いたテキスト側からの考察が

主であるため今後、図会の分析を行いイメージ側からの考

察も深めていく。具体的には図会に描かれる人や舟、建築

物の抽出から当時の名所の賑わいについて考察していく。 

【注釈】 
（1）本稿は次の論稿の分析・考察を進めたものである。天野愛希・加嶋章

博（2022年）「名所図会から読み取る名所の空間的相互関係：淀川両岸一覧

を事例として」、『日本建築学会近畿支部研究報告集第62号』、pp.273-276. 
【主要参考文献】 
1)著：暁晴翁 画：松川半山、澱川両岸一覧 上り船・下り船之部、

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko06/bunko06_01881/index.html、
早稲田大学図書館古典籍総合データベース、2021年11月6日 
2)柳原書店（1978年）「淀川両岸一覧・宇治川両岸一覧＜影印篇・翻刻篇＞」、

柳原出版 
3)杉浦美和子、横内憲久、桜井慎一（1995年）「「江戸名所図会」に描かれた

水景の分析 －わが国における伝統的親水行為に関する研究－」、『日本建築

学会大会学術講演梗概集(北海道)』、pp.319-320 
4)大橋友香子、山崎正史（2004年）「近世における屋外・半屋外空間の飲食

利用形態に関する研究」、『日本建築学会近畿支部研究報告集』、pp.841-844 
5)姫野健、妻木宣嗣（2007年）「近世期の商業空間に関する研究(近世期の絵

画資料を素材に) －人のふるまいを手がかりに－」、『日本建築学会近畿支部
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図－５ 中間的な空間スケール 

図－６ 空間スケールの役割 
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域外資本の店舗が混在した歴史的景観の評価構造 

大阪大学大学院工学研究科  山石 季沙 

大阪大学大学院工学研究科  松本 邦彦 
大阪大学大学院工学研究科  澤木 昌典 

１．はじめに 

（1）研究の背景・目的 

歴史的な景観が保全されている地区では、その個性的な

景観が観光の対象となっている。一方でこうした地区では、

観光地化に伴い、域外の企業による全国的なチェーン店（以

下、域外資本店舗とする）が出店する傾向にある。域外資

本店舗は、観光地に活気を与える一方で、「歴史的町並みの

集客性にフリーライドし、地域のアイデンティティを喪失

させる」1)、「消費文化中心の皮相的な場所のセンスとロカ

リティを形成する」2)といった問題点も指摘されている。こ

のように域外資本店舗の出店は、必ずしも地域固有でない

和風のファサード構成要素を取り入れることで、画一化さ

れた「典型的な観光地景観」を生む可能性がある。そこで

本研究では、歴史的町並みを有する観光地景観の評価構造

を把握することで、画一的な印象を与える域外資本店舗の

構成要素の状態について明らかにすることを目的とする。 

観光地への域外資本店舗の参入に着目した先行研究では、

前掲1)・2)のほか、随 3)によって、観光地化によるチェーン

店の出店が場所のアイデンティティを変化させ、地域住民

の場所への関心を薄れさせていることが、賀ら4)によって、

地域側の受入体制が未整備なために、域外資本が景観保全

の経緯を知らぬまま地域に参入してしまうことが指摘され

ている。以上の先行研究においても、域外資本店舗の観光

地への出店が、景観阻害や画一的な観光地イメージを形成

する要因となり得る可能性は指摘しているものの、域外資

本店舗が画一的な印象を与える具体的な要素については明

確でない。 

（2）研究方法 （表－1） 

本研究では、域外資本店舗の出店があり、歴史的な町並

みを有する観光地を対象とする。まず、域外資本店舗の各

HPとGoogle社のGoogleMapsから、観光地における域外

資本店舗の出店状況を把握した。域外資本店舗の抽出には、

「a. 歴史的町並みを有する観光地で出店していること」、

「b. 本社所在地の都道府県以外に複数出店していること」

を条件とし、2022年1月25日時点で、1都1道1府23県・

49ヵ所の観光地における、域外資本店舗の出店状況を収集

した。このうち、7社16店舗が出店していた岡山県倉敷市

の倉敷美観地区（以下、美観地区とする。図－1）で撮影し

た写真を用い、景観に対する評価および域外資本店舗と評

価構造の関係性を明らかにするため、20～50代の男女7名
(1)を対象に印象評価実験を行った。写真は、店舗の種別や特

徴が分散するように抽出し、地元資本店舗13件、域外資本

店舗9件を選定した（図－2）。 

表－１ 本研究の手順 
手順1 web検索による域外資本店舗の観光地への出店の整理 

実施日：2022年1月23日～1月25日 

内 容：企業のHPおよびGoogleMapsを用いて出店状況を把握した。 

手順2 倉敷市美観地区 現地調査 

実施日：2022年3月17日 

内 容：手順1の結果から、美観地区を対象に現地調査を実施した。出

店状況を把握し、店舗を写した写真を撮影した。 

手順3 印象評価実験 

実施日：2022年5月5日～23日 

対象者：20～50代の男女7名（20代男性2名女性1名,30代女性１名,40

代女性１名,50代男女各1名）  

内 容：手順 2 で撮影した写真を店舗の種別や特徴が分散するように抽

出し、地元資本の店舗 13 枚、域外資本店舗では 9 枚を選定し

た。 

評価グリッド法を用い、「好ましさ」の差を生み出す要素の特性

とそれぞれの印象について尋ねた。さらに、被験者が「どこにで

もある」と答えた際には、別途評価について尋ねた。 

図－１ 対象地区および域外資本店舗の分布 

表－２ 印象評価実験（評価グリッド法）の手順 
手順 内容 

1 実験概要、対象地について説明する。 

2 撮影した写真を、印刷し被験者に全て提示する。 

3 
提示した写真中の建物を「1.好ましくない」から「5.とても好まし

い」の5段階で評価してもらう。 

4 
最も上位の写真群について、評価した理由と（以下、評価項目とす

る）写真中のどの要素から判断したのかを尋ねる。 

5 
1つ下位の写真群について、最上位の写真群との評価の差異につい

て尋ね、評価項目を抽出する。 

6 

発言した評価項目に対して、その上位概念（ラダーアップ）およ

び、写真中のどの要素から評価を判断したか（ラダーダウン）を問

う（ラダーリング）。これを最下位の群まで繰り返す。 

7 
好ましさの評価の後、すべての写真に対して、各写真中の建物から

感じられる印象について問い、その印象を判断した要素を問う。 

8 
被験者が「どこにでもある」という印象を答えた際には、別途その

印象についてラダーリングを行う。 

図－２  実験に用いた写真(2)（一部） 
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実験はインタビュー形式で行い、被験者に提示した写真

中の建物それぞれの「好ましさ」について5段階で評価し

てもらった後、店舗それぞれの印象について聞き取りを行

った。実験には、評価グリッド法を用い、ラダーリングに

よって被験者が答えた印象の上位・下位項目の誘導を行っ

た（表－2）。本実験ではラダーアップの要領で被験者が答

えた印象の上位概念を、ラダーダウンの要領で印象付けた

写真中の要素を誘導した。画一性に影響するファサード構

成要素について明確化するため、被験者が「どこにでもあ

る」という印象を答えた際には、別途その印象についてラ

ダーリングを行った。 

２．評価グリッド法による歴史的景観の評価構造 

（1）評価グリッド法による構造化された観光地景観の評価 

印象評価実験により抽出された印象を用いて、評価構造

図を作成した（図－3）。図の作成にあたって、回答数1の

項目は省略し、「ごちゃごちゃしている」といった負の評価

は「すっきりしている」という正の評価に変換した。 

歴史的景観の評価構造は、「A1特別感がある」「A2 安心

感がある」の 2 つの上位概念により構成されている。「A1

特別感がある」という評価は、「A3伝統的だ」「A5落ち着

いている」という建築物の経年度合等から感じられる歴史

的な町並み特有の項目、「A4他の場所にない」「A6非日常

感がある」という一般市街地や他の観光地とは異なる様子

を現す項目により構成されている。さらに、特に関係性の

指摘数が多い「A4他の場所にない」という評価項目は、広

告物・建築物の色彩や控えめな宣伝から感じられる「A16

悪目立ちしない」、商品が土地のイメージに合っていること

やその陳列方法から感じられる「A17上品だ」という評価

を含む「A11すっきりしている」という下位概念により形

成されている。また、手書きの文字や店舗独自のデザイン

を採用していることを表す「A10工夫が感じられる」も「A4

他の場所にない」の印象の形成に関係している。 

一方で「A2安心感がある」という評価は、「A7わかりや

すい」「A8手入れされていると感じる」という知らない土

地でも安心して入店できるかに関する下位概念、および

「A18宣伝が誇大でない」という商品に対する信頼性に関

する下位概念から形成される。評価項目のうち、「A1特別

感がある」「A2安心感がある」のどちらにも関係があった

のは「A18宣伝が誇大でない」のみで、「B11」「B12」「B13」

「B14」「B15」の 5つの要素の状態によって形成されてお

り、商品の情報、広告物の色彩・大きさ・情報・数量・配

置といった多様な要素が関係している。 

次に、被験者が回答した評価項目の評価を生み出した要

素（図－3右端）は、「C8建築物」「C9広告物」「C10商品

業種」「C11設置物」の4項目に集約できた。中でも「C9広

告物」は、「A6」「A13」「B10」「B16」「B18」を除く全ての

評価項目と要素の状態に関連しており、観光地景観の好ま

しさの評価の差の要因となる多数の印象形成に大きく影響

していると言える。特に、広告物は「B4」「B5」「B12」か

らなる「C3色彩」、「B7」「B9」「B15」からなる「C6数量」

に関する指摘が多く、これらが被験者の目に留まりやすい

ことがわかる。「C8建築物」については、「B6使い込まれ

た感じがする」ことが「A3伝統的だ」「A9古風だ」という

歴史的な印象の形成に影響したほか、「B16扉が開いている」

ことが「A13開放的である」の印象形成に影響した。「C10

商品業種」については、商品や業務形態の「C5情報」のみ

との関係が指摘され、宣伝方法に関わらず「B11商品が土

地のイメージに合う」「B10チェーン店が無い」という商品・

業態そのものの状態から、「A6非日常感がある」「A9古風

だ」「A18宣伝が誇大でない」の印象が形成されている。 

（2）広告物等の占有率と評価の関係 

好ましさの評価の差の要因の判断基準として、広告物お

よびその数量に対する指摘数が多かった（図－3）ことから、 

図－３ 実験結果（評価グリッド法）から作成した歴史的町並みを有する観光地景観の評価構造図 
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1 店舗あたりの広告物等の占有率と評価の関係に着目した。

占有率の計算にはAdobe社の Photoshop CC 2020を使用し、

広告物の占める面積を写真中の店舗の壁面および開口部の

投影面積で除した数値を使用した。 

分析の結果、近似直線の傾きが負になったことから、占

有率が低いほど好ましさの評価が高くなる傾向にあったが、

決定係数の値が 0.449 と小さく、占有率が好ましさの評価

の差の決定に大きく寄与しているとは言えない。これより

被験者は、要素の数量に着目するものの、数量そのもので

はなく、図－3の「C3色彩」「C5情報」といった特性と併

せて景観評価をしていると考えられる。得点、占有率の平

均点を境に対象写真を群に分けると、域外資本店舗全9枚

のうち 6 枚（66.7％）が、占有率が高く評価が低い群に当

てはまり、域外資本店舗は地元資本の店舗と比較して、投

影面積に対する掲示広告物等の数量が多いことが言える。 

特性を表す要素に着目するため、占有率の値が同程度で、

評価に差がある写真（図－5）を選定し分析を行う。写真[19]

では、素材やデザインに伝統的な要素を取り入れているこ

とや、看板の経年度合が被験者にとって「A3伝統的だ」と

捉えられ、好ましさの評価が高くなったと考えられる。一

方で、写真[13]が最も評価が低い理由として、派手な装飾が

「A11すっきりしている」の印象に、誇大な宣伝文が「A2

安心感がある」の印象に反したことだと考えられる。写真

[13]では、写真[19]と同様に木製の看板を使用しているが、

評価に影響しなかったことからも、被験者にとって、文字

や写真といった広告物の[C5情報]による影響が大きいと考

えられる。 

（3）「どこにでもある」という評価と域外資本店舗の関係 

評価構造図（図－3）では、「A1特別感がある」ことが観

光地景観の評価に影響していることを明らかにした。そこ

で特別感を形成するファサード構成要素について明らかに

するため、被験者6名が回答した「どこにでもある」とい

う印象の評価構造に着目した（図－6）。なお、図－3では、

「D2どこにでもある」という評価は「A4他の場所にない」

に変換している。 

被験者が「D2どこにでもある」と印象付ける要因として、

「D3宣伝が誇大だ」「D4工夫が感じられない」「D5安っぽ

い」の3つを下位概念として確認できた。「D5安っぽい」

については、コロッケ等の一般市街地でも購入できる商品

が「E8商品が土地のイメージに合わない」として影響して

いる。「D3宣伝が誇大」、「D4工夫が感じられない」につい

ては、「E1不要な物を置いている」「E2広告が多い」「E3写

真を使用している」「E4 素材が新しい」「E5 既成のフォン

トを使用している」「E6 広告が多い」といった要素の状態

が影響している。また、「D2どこにでもある」という印象

は、「A2安心感がある」の形成に寄与した「D1わかりやす

い」という評価が上位概念として確認でき、チェーン店そ

のものの存在が好ましいという評価に正に働く可能性が考

えられる。評価項目の評価を生み出した要素（図－4右端）

は、「F7広告物」「F8商品業種」の2項目に集約され、建築

物・設置物への指摘は無かった。「F7広告物」については、

「F1配置」「F6情報」の指摘数が多く、「D2どこにでもあ

る」という評価においては配置と記載される情報が重視さ

れているといえる。「F8商品業種」については、図 3と同

様に、「F6 情報」のみとの関係が指摘され、商品・業態そ

のものの内容から印象が形成されている。 

図－４ 写真の広告物占有率と好ましさの評価との関係 

図－５ 最も評価の低い写真[13]（左:占有率0.377）と最も評
価の高い写真[19]（右:占有率0.369）

図－６「どこにでもある」の評価構造 
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「D2どこにでもある」と指摘された写真[2][4][12][13] 

[15][18][20][22]の 8 枚のうち、7 枚は域外資本店舗である

（図 7はその一部）。また、写真[18][12]を除く 6枚が広告

物の占有率が高い群（図－4）に属し、広告物の数量の多さ

が「D2どこにでもある」と印象づける一因と考えられる。 

最も「D2 どこにでもある」と評価された写真[20]では、

「E2広告が多い」「E3写真を使用している」「E6広告物が

大きい」「E7 チェーン店である」「E8 商品が土地のイメー

ジに合わない」等の複数項目を被験者が回答しており、こ

れらの項目が「D3宣伝が誇大だ」「D5安っぽい」と評価さ

れたことが「D2どこにでもある」の印象形成に影響してい

る。写真[12]についても、「町並みに合うように工夫されて

いる」の意見が多かったものの、好ましさの評価は平均程

度にとどまっている。その理由として、ファサードのデザ

インそのものよりも、「E7 チェーン店である」という項目

が「D2どこにでもある」に寄与し、好ましさに対して負に

働くことが確認できる。 

一方で、「どこにでもある」と評価されず、そのうち域外

資本店舗であるもの（図－7左）について、写真[1]は、「E7

チェーン店である」以外の、「E1」「E2」「E3」「E4」「E5」

「E6」「E8」「E9」「E10」の要素の指摘が無く、「D2どこに

でもある」と評価される「D3宣伝が誇大だ」「D4工夫が感

じられない」「D5安っぽい」と印象付ける要素が少ないこ

とが影響している。写真[10]は、「E7チェーン店である」の

ほかに「E6広告が多い」「E4素材が新しい」「E6広告物が

大きい」が当てはまるが、デニムという倉敷市の特産物を

扱っていることが、「D2どこにでもある」の形成に寄与せ

ず、写真[12]と同様に、ファサードのデザインそのものより

も、「F8商品業態」から与えられる「E8商品が土地のイメ

ージに合わない」という評価が「どこにでもある」の印象

形成に影響している。 

３．まとめ 

 本研究では、歴史的景観を有する観光地における、域外

資本店舗の出店により生じる画一的な印象および、それに

影響するファサード構成要素の様態について明らかにした。

(1)評価グリッド法を用いた印象評価実験による歴史的景 

観の評価構造 

歴史的景観を有する観光地では、「特別感」と「安心感」

という印象が「好ましさ」の評価の違いに影響しているこ 

図－７ 「どこにでもある」と評価された写真の一例（左か

ら写真[12]（指摘数4名）・写真[20]（指摘数6名））と「ど

こにでもある」と評価されなかった域外資本店舗

（左から写真[1]・写真[10]）

とが分かった。「特別感がある」という評価は、下位概念と

して、「他の場所ににない」という印象がその評価に影響し

ている。「他の場所にない」の対として「どこにでもある」

という印象について別途尋ねた結果からは、その印象形成

に、下位概念として「宣伝が誇大だ」「工夫が感じられない」

「安っぽい」の3つの印象が影響していることが明らかに

なった。「安心感」については、下位概念として店舗に入り

やすい「わかりやすさ」が影響している。  

（2）「どこにでもある」の評価に影響する景観構成要素 

評価項目に影響した景観構成要素は、建築物、広告物、

商品業種、設置物の4項目に集約できた。そのうち、「どこ

でにもある」という評価項目に影響するのは、広告物と商

品業種の2項目であることが確認できた。 

広告物に関しては、大きさ・数量・掲載する情報量が必

要以上であること、それらが店先へと掲示されることが「宣

伝が誇大だ」、既成のフォントや一般市街地でも見られる形

状・素材を広告物に使用することが「工夫が感じられない」

の印象形成に影響している。商品業種に関しては、地域性

を考慮しない商品の取扱いが「安っぽい」という印象形成

に影響している。占有率の分析からは、「どこにでもある」

と指摘された写真の多くが平均値よりも高い値を取ってお

り、店舗の投影面積に対する広告物等の数量が多いことも

「どこにでもある」の印象形成に寄与すると考えられる。 

それらに加えて、キャラクターの使用や商品の過度な紹

介といった広告内容の過剰な演出等が画一的な印象を形成

し、「好ましい」という評価を低下させることが確認できた。 

これらの結果から、画一的な印象を与えずに好ましい歴

史的景観を形成するためには、一般市街地でもみられるデ

ザインや素材の使用、商品の取扱いをしないこと、広告物

そのものの数量と、記載する内容・情報量を削減したうえ

で、店先への掲示を控えることが有効だと推察される。 
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(2) 写真は正面を向いたもの以外も使用している。そのため、被験者には、

写真ではなく建物そのものの好ましさについて答えるよう指示した。 
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歴史的な町なみの特徴とその保全に関する研究 
－ 先斗町を対象として － 

さいたま市都市局 野口 美咲 

立命館大学理工学部    山崎 正史 

立命館大学理工学部    岡井 有佳

1.研究背景・目的 

 我が国では、戦前までは類似した町家が連続し、統一感

のある町が形成されていた。しかし町家は戦災による喪失

が大きく、また流行もあって高度経済成長期の際などに、

現代の住宅建築やビルに建て替えられた。近年では古い建

築物やそれらから構成される町なみが再評価され、町なみ

保全の取り組みが行われている。 

京都でも積極的な歴史的町なみの保全に取り組んでいる。

特に、祇園新橋・産寧坂・上賀茂社家町・嵯峨鳥居本は伝

統的建造物保存地区に指定され厳格な規制を施しており、

建築物のデザインをコントロールし古い町なみを維持して

いる例である。 

先斗町では祇園から鴨川を挟み西に位置し、幅員 2m ほ

どの細い通りが約 500m 続く歴史的な町なみである。建築

物の形態意匠のルールの策定が遅く、規定するまでの間に

建て替えによる町なみに配慮していない建築物が建てられ

た。さらに、建築基準法の規定より、建て替えの際に道路

中心線から 2m セットバックが必要となり、建て替えの建

築物が後退することによる建築線の不揃いが生じている。

また、先斗町は繁華街に隣接しており、目立つ看板が設置

され、古い町なみが維持されなくなっていった。このよう

な背景から歴史的な町なみ保全の為の、先斗町まちづくり

協議会の発足を機に、歴史的景観保全の取り組みが本格化

した。実際、派手な看板等が取り除かれ、無電柱化が行わ

れたことで、その景観は大きく変化した。しかし、今後、

先斗町らしい町なみの保全と継承のためには、先斗町に現

存する歴史的建築物の建築様式の整理とこれまでの建て替

えの動向を把握し、町のこれからのあるべき姿を検討する

必要がある。 

そこで、本研究では先斗町通りに面し現存する歴史的建

築物の形態意匠を精細に調査し、その特徴を抽出する事で

先斗町らしさを形成する建築物の要素を分析する。さらに、

同エリアで 1972 年以降に建築確認がなされた建築物を対

象に、ファサード、建築年、用途を明らかにする。以上の

調査結果より得た先斗町らしい町なみの要素を抽出し、建

て替えられた建築物と町なみとの調和度を見る。そして、

先斗町らしい歴史的建築物の特徴と町なみの傾向を明らか

にし、さらに現行の制度の検討を加え、より一層先斗町ら

しい町なみの保全に寄与することを目的とする。 

2.先斗町の概要 

 先斗町は京都五花街の一つであり、北は三条通、南は四

条通まで続く、鴨川と木屋町通りに挟まれた狭い通りが南

北 500m ほど続く町である。かつては主に芸鼓を呼べる料

亭であるお茶屋が集積する花街であった為、お茶屋に加え、

舞台の練習及び披露する場である歌舞練場などの木造建築

が連なっていた。先斗町は幸いにも戦火を逃れ花街として

繁栄し続けていたが、高度経済成長を経て、お茶屋そのも

のが減少するとともに、その跡継ぎも減少してしまった¹。

その結果、現在は飲食店が多く立ち並ぶようになった。実

際に軒数でみると、経済成長期前の1954（昭和29）年時点

ではお茶屋は76軒、飲食店は36軒とお茶屋の軒数の方が

多いが、経済成長期を経た2013（平成25）年にはお茶屋は

26軒、飲食店は189軒と大幅に逆転している²。日本では景

観保全を理由に用途変更に関する規制ができないことと小

規模建築物は用途変更の際の届け出が不要である為、自由

に用途変更が可能である。特に先斗町は飲食店が多く、住

宅より入れ替わりが激しいため、今後もその都度外観が変

更される可能性がある。お茶屋から飲食店への用途の変遷

に伴い、派手な屋外広告物の増加や、建て替えによる建築

物により歴史的景観を失いつつあった。それを問題視した

住民らが、2009（平成21）年に「先斗町の将来を考える会」

を設立し、その後も屋外広告物に関する規制の誘導やルー

ルの作成を行い、2012（平成24）年には「地域景観づくり

協議会（以下、協議会）」に認定され、本格的な景観保全の

取り組みが開始された³。2020（令和2）年には建築行為を

行う事業者に向けて、先斗町の歴史的な形態意匠を図や写

真で明確化した「先斗町景観ガイドライン（以下、ガイド

ライン）」を発行している。協議会の取り組みにより、確実

に歴史的景観の保全が促進されているが、未だ法的拘束力

のある規制がなく、詳細な先斗町らしい建築様式が明らか

となっていない。 

3.先斗町建築景観の実態 

3.1 歴史的建築物の意匠形態 

先斗町の町なみの特徴を把握する為に、先斗町通りに面

する町家や、２階の背が高く、表に開放的な縁の形をもつ

お茶屋などの歴史的建造物を対象に建築デザインを詳細に

調査した。 

先斗町通りの歴史的建築物は、36軒あった（図1）。36軒

中35軒がお茶屋建築であったが、１軒のみ、一般的な京町

家と考えられる建物が存在した（No.5）。なお、お茶屋建築

とは格子と勾配屋根、庇があり、真壁造りとなっているも

ので、2 階の背が高く縁の形があるものである。お茶屋建

築は中央の公園より北側に 7 軒、南側に 28 軒あることが

わかった。8 割の茶屋建築が南側に位置することが明らか
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になった。南側でも、先

斗町通りの中央部分に

比較的集積して建てら

れている。36 軒の歴史

的建築物の特徴に関し

て、①ファサードの意匠、

②ファサードの構造の

特徴について調べた。 

①ファサードの意匠 

お茶屋建築のファサ

ードについては、その2

階部分は、座敷の前に縁

がついた形で、それに細

い格子状の手すりがつ

いている。その上は現在

ではガラス戸が備え付

けられているが、建てら

れた当時は開放的で、夜

は雨戸で閉める形式で

あった。 

目隠しの「目隠し板」

を付けてあるものや簾

がかけられているもの

が多くみられた。庇や軒

（1階と2階の間にある

ものを「庇」、2 階にあ

るものを「軒」と呼ぶ）

に関しては、一般的なお

茶屋では、１階部分の庇

の出は２階部分よりも

長いものが多くある。さ

らに庇の出は一般的に

は90㎝から100㎝程度

が普通であるが、先斗町

では庇の出70㎝程度と

庇の出が短く、その長さ

に収まる範囲で出格子

をいれているものがあ

った（図2）。 

②ファサードの構造 

 一般的なお茶屋建築

の構造は、本二階茶屋

様式や本二階塀造り様

式が主流であり、花街

の一つで比較的お茶屋

建築を残している祇園

でも多くみられる。一

方で先斗町では主に3

図２ 1階の庇の出が短く、出格子のある建築物 

つの構造が見られた（図3）。 

 一つ目は上記の一般的なお茶屋の構造であり、構造的な

1 階の壁面と 2 階の壁面が揃っていて、2 階では縁がそれ

から50㎝ほど前に、キャンティレバー形式で出ている（タ

イプA）。他の 2つの構造は 2階部分が 1階より後退して

いる建築物（タイプB）と、柱は１階の柱列の真上にあり、

それが縁の前面になっている形式である（タイプC）。なお、

タイプＢの2階の後退幅は一定ではない。タイプＢとタイ

プＣは縁がキャンティレバーで支えられているのではなく、

柱でしっかりと支えられている。庇には雨仕舞の「かぶせ」

がついていることが明らかとなった。かぶせは縦 10 ㎝程

の横板で、横の長さは庇の端から端までである。瓦と2階

壁面の取りつきにあり、雨じまいに「のし瓦」は用いない。 

それぞれの軒数は、タイプAが7軒、タイプBが15軒、

タイプCが9軒であった。残り5軒は、外観から構造タイ

プの判断が不可能な建築物であった。 

図３ 3つの構造の側面図（左から、タイプA、B、C） 

このそれぞれに1階の構造「格子造り（k）」と「塀造り

（h）」が加わる。先斗町の歴史的建築物はこの2つの意匠

が見られた。「格子づくり（k）」は一般的な格子と出格子で

つくる壁面であり、「塀造り（h）」は１階の壁面を塀の形に

して前に出したものである。後者の「塀造り（h）」は大抵

の場合、庇が塀の屋根端の形であり、出が 20 ㎝～30 ㎝で

ある。その分だけ、1階の内部面積を増やすことが出来る。 

構造の壁面の位置に着目すると、1 階よりも 2 階が後退

凡例 
A：タイプA 
B：タイプB 
C：タイプⅭ 
不：構造不明 
ｋ：格子造り 
ｈ：塀造り 
‐：改造前の造

りが不明 

図１ 歴史的建築物の位置と 

立面の様式種別図 
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している構造が多くあることがわかった。また、1 階の庇

が通常の庇より短いものが見られた。明らかになったこの

2 つの特徴は、先斗町の幅員の狭さに関連していると考え

られる。通りの幅員が狭いと、日当たりが悪いことやどう

しても建物の圧迫感が生じ、そこに人が通行するとなると

さらなる道の狭さを感じてしまう。見られた傾向は建築物

の日当たりという機能性向上と、少しでも生じる圧迫感を

軽減するための昔の人の知恵であり、受け継がれたもので

あると考えられる。先斗町ならではの特徴であると言える。

明らかになったタイプB・Cの構造は、先斗町の特徴的な

構造である為、今後建て替えを行う際に留意すべき点であ

るといえる。 

3.2 先斗町の建築景観の現状と傾向 

先斗町の町なみがどのように変化してきたか、その動向

を明らかにするために、先斗町通りに面する建築物の建て

替え状況を調査した。記録が残る1972（昭和47）年以降の

建築確認概要書から、建築物の建築年、建て替えの種類、

造りを把握するとともに、現地調査によって、用途、ファ

サード（色彩、セットバック）の状態を確認した。建て替

え建築物がどの程度歴史的意匠を継承しているかその傾向

を示すため、ファサードについては、歴史的建築物の特徴

である、庇、木材の使用の有無、2階建てか否かと、主たる

色彩を調査した。また、先斗町は幅員 4m 以下の道路であ

ることにより、建て替えの際に 2m 以上のセットバックが

必要となるため、道路境界線からの後退距離を測定した。 

 確認申請概要書閲覧の結果、建築確認が行われた建築物

は、建て替え年が確認できる1976年～2021年（昭和51年

～令和 3 年）の間に 23 軒あった。年代別の分布を見た結

果、件数が年々減少していることがグラフから明らかとな

った（図4）。また、現在でも改修工事が行われている建築

物があったが、2013（平成25）年以降に建築確認申請が行

われた建築物は無い。おそらく、2009年に「先斗町の将来

を考える会」が形成されたことと関係していると考えられ

る。 

図４ 建築確認申請が行われた建築物の年代と軒数 

用途の内訳については、1 階に着目すると飲食店 16 軒、

お茶屋 4軒、美容室 1軒、空き家 2軒であった。2階以上

の用途を見ると、1階とは異なる用途のものがほとんどで、

一つの建築物に対して、用途が一つである建築物はお茶屋

のみであった。 

実際に確認申請が行われた場合は、必ず 2m 以上セット

バックしているはずだが、2m 未満の建築物が多々見られ

た。よって、2m未満の建築物は建て替え後に増築した建築

物であるか、元来違反建築であろうと推定される。その様

な例は15軒あった。 

次に、実態調査から得た結果より、建て替えの建築物が

どの程度町なみに適合しているか明らかにする為、歴史的

建築物の様式と関係があると考えられる、以下①～⑪の項

目で点数付けを行った（表1）。なお建築物が揃って並んで

いること、色彩が調和していることが町なみに調和する条

件である為、それに関係する①、②、⑧、⑨、⑩、⑪は1項

目2点とする。2点とした理由は広辞苑その他の定義から、

町並みが感じられる特徴として、壁面の位置と、軒が揃っ

ていることが挙げられているからである。他の項目は1項

目1点であり、合計17点満点で点数付けを行った。 

色彩に関しては、主に枠や壁面で使用されていた8色の

共通色があった（図5）。A~Dは伝統的な色であり、歴史的

な町なみに適している色彩であった。 

表１ 町なみとの適合を評価する項目 

① 1Fの庇・軒の有無

② 2Fの庇・軒の有無 

③ 1Fの木材の使用

④ 2Fの木材の使用 

⑤ 1Fの格子の使用

⑥ 2Fの格子の使用 

⑦ 1Fの外壁が真壁造りであるか 

⑧ 1F の外壁や枠が伝統的な茶系の色であるか(建て

替えの建築物の共通色のA～Dの色であるか)

⑨ 2F の外壁や枠が伝統的な茶系の色であるか(建て替

えの建築物の共通色のA～Dの色であるか)

⑩ セットバック距離が2.0m未満であるか 

⑪ 2階建て又は3階建て以上の建築物は3階以上を後

退させているか 

図５ 建て替えの建築物の共通色 

点数付けを行った結果、17 点満点の建築物は No.11 と

No.12の2軒であった。最低点は0点でありNo.7の1軒の

みという結果になった（図6）。13点以上の建築物は9軒あ

り、この建築物全て、1階・2階の両方に庇があり、セット

バックも2m未満、2階建ての外観であった。またその9軒

の建築物の中で、No.10以外の建築物は色彩が1階・2階と

もに茶系の色であり、歴史的な色彩を外壁に使用していた。

歴史的な町なみ保全に必要な庇、色彩、セットバックの項

目を満たしている為、13点以上の建築物を高得点の建築物

A B C D E F G
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とする。 

つづいて、点数付けの結

果と年代・用途・建築物の

位置の関係を見た。年代と

位置は関係性があまりな

かったが、用途に関しては

13 点以上の高得点の建築

物に共通する用途は、お茶

屋か 1 階が和食店である

ことが明らかとなった（表

2）。 

4．まとめ 

本研究では、先斗町通の

狭い幅員により生まれた

歴史的建造物の特徴が明

らかとなった。ファサード

の構造として、1階が2階

より前にでている形式の

存在が明らかになった。こ

れは今までにあまり議論

されてこなかった京都の

町家の特徴である。この特

徴的な構造を守るために

も、建て替えの際に留意す

ることが必要であろう。町

なみの連続性を保つため

にも現存する歴史的建築

物を保全する活動を今後

も促進していく必要があ

る。今後より先斗町らしい

町なみを形成する為に、よ

り詳しい先斗町の形態意

匠を明らかにすることが

必要であると考える。 

 また、建て替えが行われ

た建築物の傾向から、建て

替え軒数が減少し、増築や

改築を行っている建築物

があることが明らかとな

った。この傾向は、伝統的

な構造を守ることができ、

歴史的町なみの保全の為

には良好な傾向である。今

後もなるべく建て替えが

必要でなければ、増築や改

修で済ませることで、町な

み保全に寄与することが

期待できる。さらに、建て

替えられた建築物がどれ 

表２ 高得点の建築物の用途と点数の関係 

だけ町なみに適合しているか、点数付けを行った結果、お

茶屋建築の形態意匠を守っている建築物は日本食店やお茶

屋の日本の伝統的産業である店舗であることがわかった。

建築物の形態意匠と用途は深い関係性があるといえる。 

さらに、建て替えの建築物の傾向で明らかになった、建

築線の不揃いによる歴史的町なみの喪失に関する課題に対

して、3項道路の導入を提案する。3項道路とは建築基準法

第 42条第 3項に定められた道路であり、建築基準法第 42

条第2項に定められた幅員4m以下の道路（通称、「2項道

路」）に対して、土地の状況によりどうしても拡幅が困難な

場合に幅員 2.7m 以上 4m 未満の道路を指定することがで

きる制度である。近年では災害の際に避難が安全にできる

ことと、火災時の被害が2項道路の拡幅を行った場合と比

較して悪化しないことを条件として、適用可能になってい

る。3 項道路の規定によって、今後、建築物が建て替えら

れる場合においても、先斗町の特徴である狭い通りを守り、

歴史的な町なみを継承することができると考えられる。以

上より、「町なみ」は、軒が揃い、同じような形態意匠が揃

って立ち並んでいることで統一感が生まれる為、独自の幅

員を指定することでより先斗町らしい町なみに寄与するこ

とが期待できるだろう。 

（参考文献） 

1）太田達・平竹耕三（2009）「京の花街 ひと・わざ・ま

ち」、日本評論社 

2）松井大輔・岡井有佳（2014）「先斗町花街における茶屋

減少に伴う火災危険性の変化」『日本都市計画学会歴史都市

防災論文集Vol.8』、p.211-216 

3）先斗町まちづくり協議会（2012）「先斗町地域景観づく

り計画書」 

図６ 建て替えの建築物と
点数の位置図 

NO
工事

内容
造り 用途 点数

6 増築 木造2階 和食(1F) 15

8 新築 RC造2階 和食(1F) 16

10 新築 RC造3階 空き店舗(以前はお茶屋） 13

11 増築 木造2階 空き店舗 17

12 新築 S造4階 お茶屋 17

13 新築 S造3階 お茶屋 16

18 新築 RC造3階 お茶屋 16

19 増築 RC造3階 お茶屋 16

20 新築
木造一部RC造

2階地下一階
和食(1F) 14
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水と緑の景観から捉えた大阪・中之島らしさの解明 

大阪公立大学大学院農学研究科   井上 未夢 

大阪公立大学大学院農学研究科   松尾  薫 

大阪公立大学大学院農学研究科   武田 重昭 
大阪公立大学大学院農学研究科   加我 宏之 

１． はじめに 

魅力ある景観は都市の価値を高めるとともに、市民のま

ちに対する愛着や誇りを醸成し、豊かな生活環境の形成に

資する。そのためには、その都市らしい景観を守り育てる

ことが重要である。大阪市景観計画 1)では、大阪の魅力あ

る景観は大都市を象徴する「風格があり、洗練された」景

観、「水・緑」が豊かな景観、「歴史・文化」を受け継ぐ景

観、多様な「にぎわい・活気」のある景観の4つから捉え

ることができると示されており、こうした様々な表情があ

る景観こそが「大阪らしい景観」であるとしている。 

中之島は古代から長い年月をかけて堆積することで形づ

くられた「島」という固有の地形的特性を持っており、四

方を堂島川と土佐堀川に囲まれ、中之島公園等が立地する

水と緑が豊かな景観を有している。人工的要素で埋め尽く

され、都市の個性の基盤となる地形的特性が感じられにく

くなっている都市空間において、中之島が「島」としての

魅力を発現することは大阪の都市魅力の醸成において重要

であり 2)、大阪都心部に位置する中之島の内外からその島

らしい景観の魅力を探ることが求められる。 

都心部における水と緑の景観の魅力を探った既往研究を

みると、福井ら 3)は、都市における水と緑の空間は人々に

潤いや癒しを感じさせ、より良い景観形成には欠かせない

ものであり、地域性をもたせた親水空間の創出が重要であ

ると述べている。中之島の親水空間に関する既往研究をみ

ると、坂本ら 4)は、中之島を含む大阪都心部の河川を対象

に現状の親水性を評価し、今後の都市河川の有効な整備手

法を探っている。以上のことから、これらの既往研究を元

に中之島固有のらしさを解明するにあたって、中之島の歩

行空間を対象に水と緑を視覚的に捉えた場合に、どのよう

な構成や構図を持つ景観が中之島らしさにつながるのかに

ついて明確化することが求められる。 

そこで本研究では、中之島を対象に水と緑の視点からの

景観評価を通じて中之島らしさを探ることを目的とした。 

２． 調査及び分析方法 

（１）研究分析対象の設定 

 中之島は、四方を堂島川と土佐堀川に囲まれた中州であ

る。また、東部に大阪市中央公会堂などの歴史的な建築物

が多数存在し、西部にグランキューブ大阪などの国際・文

化・情報など新しい機能を持った中高層の建築物が集積し

ている。調査対象は、東は天神橋、西は船津橋・端建蔵橋

までの間の中之島と沿川に最も近い敷地を含むエリアとし、

そのうち中之島が視認できる全ての歩行可能な空間とした。 

（２）調査及び解析方法 

 まず、中之島を対象に水と緑の視点からの景観評価を試

みるにあたって、調査対象とした歩行空間を2021年10月

に踏査し、焦点距離24mmのデジタルカメラを用いて、一

般的な目線の高さとなるように地面から約 1.5m の高さで

景観写真を撮影した。撮影地点は、対象歩行空間において

水と緑の見え方の構図が変化する地点とし、撮影方向は、

上流・下流の流軸方向、対岸方向の計3方向とした。なお、

中之島外では中之島が十分に視認できるよう流軸方向は斜

め 45度で撮影した。得られた全 1,804枚の景観写真から、

歩行空間からの水と緑の視認状況を把握した結果、全ての

写真で緑が視認できることが確認できたことから、対象歩

行空間を「水と緑が見える」と「緑のみが見える」の2つ

に分類し、その分布状況を捉えた。 

次いで、中之島の位置づけとして、水・緑が豊かな景観
1)が特徴となっていることから、「水と緑が見える」景観写

真を解析対象とし、景観の構成を水が主な景観の構成とな

っている「水主景観」、緑が主な景観の構成となっている「緑

主景観」、水と緑が互いに調和している「水・緑調和景観」

の3つに分類した。さらに解析対象を中之島内・外からの

流軸景、中之島内・外からの対岸景の方向別に分類し、そ

れぞれ水と緑の出現形態を特定した。水の出現形態は、水

面が視界の中央に水平方向に広がっている「帯型」、水面が

床面に広がっている「床面型」、水面が写真の左右どちらか

の片側のみに存在する「片側型」の3タイプに特定した。

緑の出現形態は、緑が写真の左右どちらにも存在する「両

側型」、緑が写真の天蓋部分を覆っている「天蓋型」、緑が

写真の中央に存在する「中央型」、緑が床面に存在する「床

面型」、緑が写真の左右どちらかの片側のみに存在する「片

側型」の5タイプに特定した。これらの水と緑の出現形態

を組み合わせて景観の構図を捉え、景観評価を行った。 

３． 結果 

（１）水と緑の見え方の分布特性 

 図－1 は対象歩行空間からの水と緑の見え方、図－2 は

対象歩行空間からの水と緑の見え方割合を示している。対

象歩行空間は、いずれの空間からでも緑を視認することが

できる。中之島内では、緑のみが見える空間が 70.8%と優

占しているものの、水と緑が見える空間も 29.2%と高く、

河川沿いに連続して分布している。一方中之島外では、水

と緑が見える空間が 85.9%と優占しており、橋や河川沿い

に分布している。図－3 は水と緑の見え方の空間種別割合

を示している。水と緑が見える歩行空間に着目すると、中
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之島内では公園が 61.8%と特に高く、次いで歩行者専用道

路が20.5%を占めている。一方、中之島外では、道路が46.4%

と最も高く、次いで河川管理用通路が34.1%を占めている。 

（２）水と緑が見える景観の構図特性 

１）流軸方向の景観の構図 

ⅰ）中之島内からの景 

 表－1 は中之島内から見た流軸景の水と緑の景観の構図

を示している。中之島内からの流軸景は、緑主景観が49.6%、

水・緑調和景観が 48.7%とともに 5割弱を占め、いずれも

主な景観の構成になっている。水・緑調和景観の水と緑の

構図は9タイプあり、そのうち水片側タイプが5タイプと

主な構図となっており、緑が中央や両側、片側と組み合わ

さっている。中でも水片側／緑両側の構図の割合が 18.6%

と高く、両側の緑が片側の水とともに奥行き感を演出して

いる。次いで、水片側／緑片側の構図は 14.2%と高く、片

側の水と片側の緑がパースペクティブな構図を形成し、奥

行き感を演出している。加えて水帯／緑中央・床面タイプ

は2景と限定されるが、帯状の水と床面の緑で境界が形成

され、緑のアイストップが象徴的である。緑主景観は、8タ

イプであり、そのうち緑両側タイプが3タイプと主な構図

となっている。中でも水片側／緑両側の構図は 36.3%と特

に高く、両側の緑が遠近感を強調させ、視線を奥に誘導し

ている。 

ⅱ）中之島外からの景 

表－2 は中之島外から見た流軸景の水と緑の景観の構図

を示している。中之島外からの流軸景では、水・緑調和景

観が 74.1%と主な景観の構成になっている。水・緑調和景

観の水と緑の構図は5タイプあり、そのうち水床面タイプ

が 3タイプと多い。中でも水床面／緑両側の構図は 61.2%

と特に高く、両側の緑が連続して島と水面との境界を形成

し、水面の広がりを強調している。加えて水床面／緑中央

の構図は2景と限定されるが、床面の水が背景となり中央

の緑の島らしさが引き立てられている。水主景観の水と緑

の構図は、水床面／緑中央の構図のみで、床面の水が島の

境界を形成し、水量の豊かさをより感じさせている。 

２）対岸方向の景観の構図 

ⅰ）中之島内からの景 

表－3 は中之島内から見た対岸景の水と緑の景観の構図

を示している。中之島内からの対岸景は、水・緑調和景観

が 54.3%と特に高く、主な景観の構成になっている。緑主

景観が25.7%、水主景観が20.0%と同等になっている。水・

緑調和景観の水と緑の構図は7タイプであり、そのうち水

帯タイプが5タイプと主な景観の構成になっており、緑が

床面にあり他の出現形態と組み合わさっている。中でも水

帯／緑床面・両側の構図は13景で18.6%と高く、写真1－

1 に見られるように、床面と両側の豊かな緑が水面を挟み

込むことで水平方向の広がりが強調されている。水帯／緑 

天蓋・床面の構図は 5.7%と一定数みられ、写真 1－2に見

られるように、緑が上下のフレームとなり、奥に映る水面

図－２ 対象エリアからの水と緑の見え方割合 
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中之島内

中之島外
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図－３ 水と緑の見え方の空間種別割合 
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図－１ 対象歩行空間からの水と緑の見え方 
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を引き立てている。また、構図の傾向として少ないもの

の、水床面／緑両側の構図は15.7%と高く、写真１－3に

見られるように、床面の水と両側の緑が織り重なってま

とまりを生んでいる。緑主景観の水と緑の構図は 6タイ

プであり、そのうち緑両側タイプが 3タイプと多い。中

でも水帯／緑床面・両側の構図は 8.6%と高く、写真1－

4に見られるように、床面と両側の緑に存在感がある。水

主景観の水と緑の構図は 3タイプであり、そのうち水床

面タイプが 2タイプと多い。水床面／緑両側、水床面／

緑片側の構図は 8.6%を占め、写真 1－5に見られるよう

に、水の存在感が強く水量の豊かさを感じさせている。 

ⅱ）中之島外からの景 

 表－4 は中之島外から見た対岸景の水と緑の景観の構

図を示している。中之島外からの対岸景では、水・緑調

和景観が 75.0%と特に高く、主な景観の構成になってい

る。水・緑調和景観の水と緑の構図は 4タイプであり、

そのうち水帯タイプが 3タイプと特に多く、緑が床面や

表－１ 中之島内から見た流軸景の水と緑の構図 

水 緑

片側 片側 2 1.8

2 1.8

片側
天蓋・

両側
4 3.5

帯
天蓋・

床面
1 0.9

片側
中央・

片側
3 2.7

片側 41 36.3

帯 2 1.8

片側 片側 3 2.7

片側 中央 1 0.9

片側 床面 1 0.9

56 49.6

床面 中央 2 1.8

床面・

両側
1 0.9

中央・

床面
2 1.8

両側 1 0.9

中央・

両側
2 1.8

中央・

片側
2 1.8

両側 21 18.6

片側 16 14.2

中央 8 7.1

55 48.7

113 100.0

代表写真
景観の

構成

景観の構図 景

数

割合

(%)
模式図

合計（景）

水主

景観

小計（景）

緑主

景観

両側

小計（景）

水・緑

調和

景観

帯

片側

小計（景）

表－２ 中之島外から見た流軸景の水と緑の構図 

水 緑

床面 中央 7 8.2

7 8.2

片側
天蓋・

両側
1 1.2

帯
床面・

両側
8 9.4

片側
床面・

両側
2 2.4

帯
天蓋・

床面
1 1.2

帯 両側 3 3.5

15 17.6

両側 52 61.2

片側 3 3.5

中央 2 2.4

帯
床面・

両側
3 3.5

片側 両側 3 3.5

63 74.1

85 100.0

水・緑

調和

景観

床面

小計（景）

合計（景）

水主

景観

小計（景）

緑主

景観

小計（景）

代表写真
景観の

構成

景観の構図 景

数

割合

(%)
模式図

131



両側と組み合わさっている。水床面／緑両側の構図は

45.0%、水帯／緑床面・両側の構図は20.0%と高く、写真1

－6 に見られるように中之島内からの対岸景と同様に多く

見られる。 

４．まとめ 

 中之島は都市機能が集積する都心部にありながら、周囲

を河川に囲まれた中州地形を有しており、中之島内外の沿

川から水と緑の両方が視認できる景観が中之島らしさの基

盤となっているといえる。 

水・緑調和景観について、流軸景では水片側／緑両側の

構図や水片側／緑片側の構図のように水と緑によって奥行

き感のある眺望景観や水床面／緑両側の構図のように緑が

島と水面との境界を形成する景観などの河川沿いに連続す

る景観が多く見られる。加えて、水帯／緑中央・床面の構

図や水床面／緑中央の構図のように床面や帯状の水が背景

となって緑を引き立たせている景観を形成している。対岸

景では、水帯／緑床面・両側の構図や水床面／緑両側の構

図のように水と緑が織りなす重畳景観や水帯／緑天蓋・床

面の構図のように緑に囲まれることで水面が引き立てられ

る囲繞景観を形成していることが明らかとなった。 

緑主景観について、流軸景では水片側／緑両側の構図の

ように緑によって遠近感が強調される景観などが多く見ら

れる。対岸景では水帯／緑床面・両側の構図のように緑に

存在感があり、島との遠近感を強調している景観を形成し

ていることが明らかとなった。  

水主景観について、流軸景では水床面／緑中央の構図の

ように水面が島の境界を形成し、水量の豊かさを感じさせ

る景観が多く見られる。対岸景では、流軸景と同様に、水

床面／緑両側の構図や水床面／緑片側の構図などの水量の

豊かさを感じさせる景観が多く見られ、水・緑調和景観や

緑主景観に比べて、多様な景観や表情が存在しないことが

明らかになった。 

このように、中之島で見られる景観の中でも、水と緑が

調和した景観が中之島らしい景観を生み出している。流軸

景では、水面が引き空間となることで奥行き感のある眺望

景観や緑が島と水面の境界を形成する景観などの河川沿い

に連続する景観に加えて、床面や帯状の水面が背景として

緑を引き立たせている景観が中之島らしい景観であるとい

える。対岸景では、水と緑の重畳的な景観や緑によって水

面が強調される囲繞景観が中之島らしさを支えている。 
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表－３ 中之島内から見た 

対岸景の水と緑の構図 

水 緑

両側 6 8.6

片側 6 8.6

帯
床面・

片側
2 2.9

14 20.0

帯
天蓋・

床面
4 5.7

帯
床面・

両側
6 8.6

帯 1 1.4

片側 3 4.3

帯 中央 2 2.9

帯 床面 2 2.9

18 25.7

両側 11 15.7

片側 3 4.3

床面・

両側
13 18.6

床面・

片側
4 5.7

天蓋・

床面
4 5.7

両側 1 1.4

床面 2 2.9

38 54.3

70 100.0

景観の

構成

景観の構図 景

数

割合

(%)

水主

景観

床面

小計（景）

緑主

景観
両側

小計（景）

水・緑

調和

景観

床面

帯

小計（景）

合計（景）

表－４ 中之島外から見た 

対岸景の水と緑の構図 

水 緑

床面 中央 1 5.0

1 5.0

帯
床面・

両側
1 5.0

帯
天蓋・

床面
1 5.0

片側 両側 1 5.0

片側 片側 1 5.0

4 20.0

床面 両側 9 45.0

両側 1 5.0

床面・

両側
4 20.0

天蓋・

床面
1 5.0

15 75.0

20 100.0

景観の

構成

景観の構図 景

数

割合

(%)

水主

景観 小計（景）

緑主

景観

小計（景）

水・緑

調和

景観
帯

小計（景）

合計（景）

写真－１ 対岸景の代表写真 

写真１－１ 写真１－２ 

写真１－３ 写真１－４ 

写真１－５ 写真１－６ 
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大阪市茶屋町地区におけるパブリック空間の使われ方に関する研究

大阪公立大学大学院工学研究科  横村  優 
大阪公立大学大学院農学研究科  松尾  薫 
大阪公立大学大学院農学研究科  武田 重昭 
大阪公立大学大学院農学研究科  加我 宏之 

１．はじめに 

近年，誰もが自由にアクセスできる屋外空間に注目が集

まっている．国土交通省は，誰もが自由にアクセスできる

街路，公園，広場，水辺，民間空地等を包括して「パブリ

ック空間」と呼称しており，そのようなパブリック空間を

居心地良く，多様な人々の多様な使い方が共存できる空間

へと修復・改変することは，まちにおける賑わい活動の活

性化など周辺への波及効果も大きいと期待されている 1)．

また，まちを歩き，滞留する人がまちの可能性を高める 2)

ことは，Jan Gehl を筆頭に，これまでにも多く指摘されて

おり，誰もが自由にアクセスできるパブリック空間は，都

市の魅力の向上を図る上で重要な要素の一つである． 
都市において不特定多数の人が自由に利用できる空間で

の人々の利用状況や分布に関する調査や研究は，これまで

にも数多くの蓄積がある．公園や広場においては能動的滞

留および受動的滞留の実態を把握したもの 3)や地面に直接

座ったり寝転んだりできるような場所で利用者がどのよう

な姿勢をとっているかを調査したもの 4)などがある．街路

においては着座行為の実態を総合的に明らかにしたもの 5)

や深夜の繁華街における路上での滞留行動の実態を明らか

にしたもの 6)，公開空地や有効空地においては人的要素と

しての滞留者が滞留行動に対して及ぼす影響を明らかにし

たもの 7)や空間の設計のコンセプトおよびその空間の特徴，

利用実態を把握して考察したもの 8)などがある．また，民

間企業によって提供されたパブリックスペースに着目した

研究 9)もあり，民間パブリックスペースの分布や空間構成

の特徴，人々の利用行動の実態が明らかにされている． 
これらの各空間での調査や研究の観点，ならびにその結

果を踏まえると，街路や公開空地など特徴の異なるパブリ

ック空間においては，人々によってそれぞれの空間の特性

に応じた利用をされていることが推察される． 
そこで本研究では，特徴の異なるパブリック空間が同一

地区内に存在する茶屋町地区を対象に，滞留利用実態を把

握することで，パブリック空間の使われ方の特性を明らか

にすることを目的とした． 

２．研究方法 

（１）対象地 

調査対象とした茶屋町地区は，大規模ターミナル駅であ

る阪急大阪梅田駅に隣接する9.84haの地区である．地区の

中央を旧街道が縦断する一方で，区画整理による街区も存

在し，大型複合施設も多く立地していることが特徴である． 

（２）パブリック空間の定義 

 本研究で対象とするパブリック空間は，公共空間である

歩道や歩車道に加え，私有地である公開空地や敷地内の空

地を含む，「不特定多数の人が自由に利用できる屋外空間」

と定義した．ただし，駐車場やロータリーといった特定目

的利用の空間，建物の屋上のようなアイレベルではない空

間は対象から除外した． 
（３）パブリック空間の配置特性の調査方法 

1/2,500 の地形図および大阪市の資料を用いた図上およ

び文献調査によって所有形態および制度・事業手法を把握

し，パブリック空間を分類した．面積についてはArcGIS上

で計測した． 
（４）滞留利用実態の調査方法 

表－1 は，滞留者の利用実態調査の方法を示している．

地区におけるパブリック空間の滞留利用実態を把握するた

め，2021年10月に平日と休日のそれぞれ2日ずつ，10:00
～20:00の5つの時間帯に実施した．調査は，各時間帯に調

査員が茶屋町地区を一周して滞留者をグループごとに記録

するルートセンサス調査とした．調査員が滞留グループの

滞留内容およびそれぞれの位置を Survey123 for ArcGIS を
用いて現場でデータ入力し，調査結果を空間の位置情報を

持つデジタルデータで取得した．調査項目は，滞留グルー

プ属性(性別，滞留人数，年齢層，グループ特性)，滞留行動

特性(滞留姿勢，着座設備，行為・行動)である．なお，滞留

グループ属性，滞留行動特性の滞留姿勢および着座設備は

単一選択とし，滞留行動特性の行為・行動は複数選択で集

計した．解析では，まず地区全体での平日・休日および時

間帯ごと，次いで空間種別ごとに集計して傾向を把握した． 

表－１ 滞留グループの利用実態の調査方法 

方法
平日 10/18(月)，10/20(水)
休日 10/24(日)，10/30(土)

調査時間
性別

滞留人数
年齢層

グループ特性
滞留姿勢
着座設備

行為・行動

調査日

Survey123 for ArcGISを用いたルートセンサス調査

調査項目

滞留グループ属性

滞留行動特性

10:00，12:30，15:00，17:30，20:00の5時間帯

133



３．結果 

（１）パブリック空間の配置特性 

茶屋町地区におけるパブリック空間は3.28haあり，地区

の約3割を占める．表－２は，茶屋町地区におけるパブリ

ック空間の制度・事業手法を示しており，図－１は，茶屋

町地区における空間種別ごとの面積割合を示している．茶

屋町地区におけるパブリック空間は，その半分が「民有地」

によって確保されている．「民有地」では，総合設計制度に

基づく「公開空地」が 22.4％と多く，地区北部を中心に中

央部，南端部に1982年から2013年まで継続的に整備され

た．また，市街地再開発事業による「敷地内空地(再開発)」
は8.9％で地区中央部に2006年および2014年に整備され，

再開発等促進区に基づく「有効空地」は7.9％で地区南部に

2016年および2018年に整備された．「敷地内空地(その他)」
は，11.9％で地区北部を中心に地区全体で確認でき，「私道」

は 2.1％と限定的であるが地区中央部で確認できる．「公有

地」では，「歩車道」および「歩道」が22.7％，19.9％と同

程度存在し，「歩車道」は地区全体，「歩道」は地区の外周

部および中央を東西に横断する2本の道路にみられるが，

いずれも線形の空間に限られている． 
（２）滞留利用実態 

図－２は，平日および休日における時間帯ごとの滞留グ

ループ数を集計した結果を示している．平日は，「10:00」に
25 グループ，「12:30」から「20:00」でそれぞれ 40 グルー

プ程度確認できる．一方，休日では，「15:00」が 121 グル

ープと最も多く，平日の同時間帯を大きく上回っており，

「17:30」に109グループ，「20:00」においても83グループ

と多くの滞留グループが見られる． 
図－３は，時間帯ごとの滞留グループのグループ特性を

集計した結果を示している．平日を見ると，「10:00」は，「1
人」が81.6％とほとんどを占めている．「12:30」から「17:30」
にかけても「1人」が7割程度を占めるが，「20:00」では「1
人」および「友達」が37.2％，36.0％と同程度に高く，「カ

ップル・夫婦」が17.4％と比較的高い．また，「10:00」およ

び「12:30」，「20:00」には「同僚・仕事関係」も6.1％，5.4％，

8.1％と少数だが一定数確認できる．休日を見ると，「10:00」
は「1人」が74.2％とほとんどを占めているが，「15:00」で

は「1人」が52.5％となり，「友達」が22.4％，「カップル・

夫婦」が14.0％と比較的高く，「20:00」では「1人」および

「友達」が39.2％，39.8％と同程度に高く，「カップル・夫

婦」が16.9％と比較的高い．また「12:30」から「17:30」に

かけては，「親子・家族」も7.4％，8.3％，4.6％と少数だが

一定数確認できる． 
図－４は，滞留グループの滞留位置を集計した結果を示

しており，図－５は，空間種別ごとの滞留グループ割合を

集計した結果を示している．内訳を見ると「民有地」が

図－１ 空間種別ごとの面積割合 

図－２ 平日・休日における時間帯ごとの滞留グループ数 

図－３ 時間帯ごとの滞留グループのグループ特性 
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平
日

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

10:00

12:30

15:00

17:30

20:00

(%)

1人 友達 カップル・夫婦

親子・家族 同僚・仕事関係 その他

休
日

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 (%)

歩道 歩車道 車道
私道 公開空地 有効空地
敷地内空地(再開発) 敷地内空地(その他)

公有地

民有地

表－２ 茶屋町地区における制度・事業手法 

制度・事業名
総合設計

制度
再開発等
促進区

市街地
再開発事業

空間種別 公開空地 有効空地
敷地内空地

(再開発)
1982 ABC-MART梅田ビル竣工 ●
1990 毎日放送本社竣工 ●
1992 阪急茶屋町ビル竣工 ●
2006 茶屋町西地区市街地再開発事業完了 ●
2007 大阪梅田池銀ビル竣工 ●
2010 チャスカ茶屋町竣工 ●
2013 毎日放送本社B館竣工 ●
2014 茶屋町東地区市街地再開発事業完了 ●
2016 OIT梅田タワー竣工 ●
2018 ヤンマー本社ビル竣工 ●

年 
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88.1％，「公有地」が11.9％と，「民有地」がほとんどを占め

ている．「民有地」では，「公開空地」が44.4％と最も高く，

阪急茶屋町ビルディングの敷地の南東部および毎日放送本

社の敷地の南部や西部，ABC-MART 梅田ビルの敷地の南

西部で多くの滞留グループが見られる．次いで，「敷地内空

地(その他)」が26.7％と高く，JPR梅田ロフトビルおよびク

ロス茶屋町，アーバンテラス茶屋町の敷地内で多くの滞留

グループが見られる． 
図－６は，空間種別ごとの滞留グループのグループ特性

を集計した結果を示している．いずれの空間も「1人」が6
割程度と最も高い．ただ，「公開空地」および「敷地内空地

(その他)」では，「1人」が52.0％，56.7％と他の空間と比べ

て限定的で，「友達」が27.8％，25.9％，「カップル・夫婦」

が 13.7％，12.1％，「親子・家族」が 4.7％，3.1％と比較的

幅広い利用者層を受け止めている．また，「敷地内空地(再
開発」も「1 人」が 57.8％と他の空間と比べて限定的であ

り，「友達」が 32.8％と比較的高い．「私道」では，「1 人」

が 60.0％，「友達」が 28.6%に加えて，「同僚・仕事関係」

が11.4％と一定数確認できる． 
図－７は，空間種別ごとの滞留グループの着座設備を集

計した結果を示している．「敷地内空地(その他)」では，「ベ

図－４ 滞留グループの滞留位置 

凡例
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敷地内空地(その他)
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図－５ 空間種別ごとの滞留グループ割合 

図－６ 空間種別ごとの滞留グループのグループ特性 

図－７ 空間種別ごとの滞留グループの着座設備 

図－８ 空間種別ごとの滞留グループの行為・行動 
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ンチ」が57.3％と高い．また，「公開空地」では植栽桝に座

面が設けられた「植栽桝(着座形状)」が50.1％と高く，「ベ

ンチ」が 17.8％と次いで高い．これらの空間では，落ち着

いて座ることのできる着座設備が多く利用されていると言

える．「敷地内空地(再開発)」では，「座っていない」が41.4％，

「植栽桝」が 31.9％と高く，座らない利用および植栽桝に

腰かける利用が多く見られる．一方，「有効空地」および「私

道」では，「座っていない」が96.2％，85.7％とほとんどを

占めている．また，「歩道」では「柵・ガードパイプ」が41.7％，

「歩車道」では「段差(3段未満)」が36.8％と，道路の付属

物やちょっとした段差も着座設備として利用されている． 
図－８は，空間種別ごとの滞留グループの行為・行動を

集計した結果を示している．いずれの空間も「携帯利用」

が最も高い．「公開空地」は，「携帯利用」および「会話」

が52.5％，45.6％と高く，次いで「飲食」が26.1％とやや高

い．「敷地内空地(その他)」は，「携帯利用」が53.9％と高く，

次いで「会話」が37.7％とやや高く，「飲食」および「喫煙」

が 17.8％，16.2％と一定数確認できる．また，「公開空地」

および「敷地内空地(その他)」は，加えて「読書」が4.5％，

1.6％，「ノートパソコン利用」が0.4％，0.6％と少数だが確

認できる．「敷地内空地(再開発)」は，「携帯利用」が52.6％
と高く，次いで「会話」および「飲食」が36.2％，28.4％と

やや高い．「有効空地」は，「携帯利用」が 58.5％と高く，

次いで「会話」が 28.3％とやや高く，加えて「見物」およ

び「写真・動画撮影」が9.4％，5.7％と少数だが一定数確認

できる．「私道」は，「携帯利用」および「会話」が40.0％，

37.1％と同程度に高く，「喫煙」が 28.6％とやや高く，「飲

食」が 20.0％と一定数確認できる．「歩車道」は，「携帯利

用」が68.4％と特に高く，「喫煙」および「会話」が34.3％，

29.5％とやや高い．「歩道」は，「携帯利用」および「会話」

が45.8％，39.6％と高く，「喫煙」が14.6％，「見物」が12.5％
と一定数確認できる． 

４．まとめ 

茶屋町地区のパブリック空間は地区の約3割を占め，公

有地が線形の空間に限られている一方で，その多くは民有

地によって確保されており，総合設計制度や市街地再開発

事業等の複数の制度や事業手法によって，地区全体で段階

的に創出されてきたことが明らかとなった． 
平日・休日ごと，時間帯ごとに使われ方を見ると，全体

的に平日と比べて休日の利用者が多く，特に休日は 15:00
をピークに，20:00においても多くの滞留グループが見られ

る．滞留グループの属性は，1 人が多いものの，平日では

20:00，休日では 17:30 から 20:00 にかけては友達同士やカ

ップル・夫婦での利用もよく見られる．また，平日の10:00
および 12:30，20:00 には同僚・仕事関係，休日の 12:30 か

ら 17:30 にかけては親子・家族の利用も少数だが一定数見

られる．このように，平日・休日および時間帯によって利

用の傾向が異なり，1 人に加えて様々な利用者層を受け入

れていることが茶屋町地区におけるパブリック空間の利用

実態の特徴であると考えられる． 
空間種別ごとに使われ方を見ると，利用の多い公開空地

や敷地内空地(その他)は，カップル・夫婦および親子・家族

といった幅広い属性の利用，ベンチや着座形状の植栽桝に

座っての会話や飲食に加えて読書やノートパソコン利用な

ど長時間落ち着いて滞留するような利用も受け止めている．

敷地内空地(再開発)は，友達同士での利用や飲食を伴う利

用，植栽桝に腰かけて滞在するような利用が特徴的である．

有効空地は，座らずに携帯利用や会話といった主な利用に

加え，写真・動画撮影といった珍しい利用も一定数見られ

る．私道は，1 人や友達同士に加えて同僚・仕事関係の利

用者が座らずに会話や喫煙，飲食をするといった隠れ処的

な利用が見られる．また，歩車道は１人で座らずにあるい

はちょっとした段差に座って携帯や喫煙をするような利用，

歩道は柵やガードパイプに腰かけて会話や見物を楽しむと

いう特徴的な利用が見られ，一時的な滞留を支えていると

言える． 
以上より， 茶屋町地区のパブリック空間は公共空間だけ

でなく私有地が多く，空間特性の違いに応じた異なる利用

が確認でき，地区で過ごす人々のそれぞれの利用目的を地

区全体で受け止めていることが，地区の魅力につながって

いると考えられる． 
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1 
近代大阪の道路整備と沿道住民の関与 

- 道修町通の「軒切り」を事例として - 

  ○久本拓弥 

  
Involvement of the road development by the residents in modern Osaka 

- The case of clearing of eaves in Doshomachi-dori - 

  ○Takuya Hisamoto 

  軒切り，道修町通，近代化，道路整備 

  Clearing of eaves，Doshomachi-dori，Modernization，Road development 

  

 近代初頭の大阪の旧市街においては、町家の道路への突出による狭隘な道路空間が問題とされ、その解消のため

に沿道の軒先を切り揃えて街路幅を確保する通称「軒切り」が実施された。これまでの「軒切り」を対象とした研

究では、主に行政の施策に関する分析が中心であり、住民側の対応については十分に検討が行われてこなかった。

本稿では、1920 年に大阪の道修町通において実施された「軒切り」を事例として、行政文書や社史、業界誌の記述

をもとに、沿道住民の関与という視点から、都市計画の黎明期における道路整備の実態について考察を行う。 

  

 In the old town of Osaka at the beginning of the modern era, the narrow road space due to the protrusion 

of the townhouse to the road is a problem, and in order to solve it, the so-called "clearing of eaves" 

is implemented to secure the width of the street by trimming the eaves along the road. The research on 

" clearing of eaves " so far has mainly focused on the analysis of administrative measures, and the 

measures taken by the residents have not been fully examined. In this paper, the dawn of city planning 

is taken from the perspective of the involvement of the residents, based on administrative documents, 

corporate history, and trade magazines, taking as an example the "clearing of eaves " carried out in 

Doshomachi-dori, Osaka in 1920. I consider the actual situation of road development during the period. 

    

2 
パリ市の道路活用制度に関する研究 

- Règlement des Étalages et des Terrasses を対象にして - 

  ○辻寛太，岡井有佳 

  
A Study on the Institution to Road Utilization of the City of Paris 

- For Règlement des Étalages et des Terrasses - 

  ○Kanta Tsuji，Yuka Okai 

  道路活用，歩行者空間，パリ市 

  Road Utilization，Pedestrian Space，City of Paris 
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 本研究は、近年国内で注目が集まっている道路活用について、制度的観点から促進を図るため、先進地であるパ

リ市を対象としてその運用方法等を明らかにするものである。 

 2020 年に施行された歩行者利便増進道路制度は新設であり、各自治体の運用方針について、取りまとめる必要が

あるため、本研究によりパリ市の道路活用制度について文献調査を行った。 

 パリ市の特徴として、手続きの一本化により、申請が簡素化されていること、活用において、きめ細やかなルー

ルが定められていることが明らかとなった。さらに今後の国内の展開としては、活用事例を増やし、ノウハウを得

ることで手続きを簡便化すること、自治体ごとに条例で設置基準を定め、ルール化していくことが望まれる。 

  

 This study aims to promote the use of roads, which has been attracting attention in Japan in recent 

years, from an institutional perspective, and to clarify the operation of the system in Paris, a leading 

city in this field. 

The system of roads for enhanced pedestrian convenience, which came into effect in 2020, is a new 

system, and it is necessary to compile the operational policies of each municipality. 

The City of Paris is characterized by the simplification of application procedures and the 

establishment of detailed rules for the utilization of roads. In addition, as for future development in 

Japan, it is desirable to simplify the procedures by increasing the number of cases of use and acquiring 

know-how, and to establish rules by setting establishment criteria in each municipality's ordinances. 

    

3 
創造産業におけるステイクホルダーの育成に関する考察 

- 都市間ネットワーク型プログラム URBACT「Creative Spirits」を事例に - 

  ○山内裕貴，阿部大輔 

  
A Study on the Development of Stakeholders in the Creative Industries 

- The case study of URBACT "Creative Spirits," an intercity networking program - 

  ○Yuki Yamauchi，Daisuke Abe 

  創造産業，URBACT，ステイクホルダー 

  Creative industry，URBACT，Stakeholder 

  

 近年、文化や芸術を産業や経済に関連づけた「創造産業」に関する議論が広がり、創造産業が文化・芸術がまち

づくりを支える新たな産業セクターになりうる期待が高まっている。EU で行われる都市間ネットワーク型プログラ

ム URBACT においても、創造産業を軸に都市課題の解決を図る取り組みが進んでいる。創造産業は多様な要素を持つ

ことから、政策を実施する際にはセクターを超えた戦略や協力が必要不可欠でありステイクホルダーを巻き込んだ

ボトムアップ型のアプローチによって取り組まれる。 

 本研究は、URBACT の取り組みの中で、創造産業をテーマとする「Creative Spirits」プロジェクトに着目し、各

参加都市間での取り組みから、創造産業におけるステイクホルダーに関する議論の特徴を明らかにした。 

  

 In recent years, discussions on "creative industries," which relate culture and the arts to industry 

and the economy, have spread, and there are growing expectations that the creative industries can become 

a new industrial sector in which culture and the arts can support urban development. The creative 

industries are expected to become a new industrial sector that supports urban development. Since the 

creative industries have diverse elements, cross-sectoral strategies and cooperation are indispensable 

for policy implementation, and a bottom-up approach that involves stakeholders is used. 

 This study focused on the "Creative Spirits" project, which is one of the URBACT initiatives that 

focuses on the creative industries, and clarified the characteristics of discussions on stakeholders in 

the creative industries based on the initiatives among the participating cities. 

  

4 風致公園における回頭行動把握に関する研究 

  ○横山広充，植田悠斗，杉本岳大，西應浩司 
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  A Study on the Recognition of Landscape Considering Head Rotation in Scenic Park 

  ○Hiromitsu Yokoyama，Yuto Ueda，Takahiro Sugimoto，Koji Nishio 

  風致公園，回頭行動，景観評価，河川景観，景観保全ガイドライン 

  Scenic Park，Head Rotation，Landscape Evaluation，River landscape，Landscape Conservation Guideline 

  

本研究の目的は歩行時の回頭行動を計測するデバイスを開発すること。さらに風致公園を対象に実験を行い、公

園内での景観把握について総合的に記述することである。はじめにマイコンボードに GPS モジュール、地磁気セン

サー、カードリーダーを組み合わせ頭部に装着可能な実験装置を開発した。次に実験は大阪市内の中之島公園にて

10 名の被測定者を用いて実施した。結果、歩行時における回頭行動の推移を表記することができた。 

  

 The purpose of this study is to develop a device to measure turning behaviour during walking. 

Experiments are then conducted in a scenic park. The aim is to comprehensively notate the recognition 

of grasping landscape in the park. First, an helmet type experimental device that was developed by 

combining a microcontroller board with a GPS module, a geomagnetic sensor and a card reader. The 

experiment was then conducted in Nakanoshima Park in Osaka City using 10 subjects. As a result, it was 

possible to notate the head rotation during walking. 

    

5 公園利用者の環境の使いこなし方に関する研究 

  ○中村仁玲，松尾薫，武田重昭，加我宏之 

  A study on the using and understanding environment by park users 

  ○Mirei Nakamura，Matsuo Kaoru，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

  働きかけ，読み解き，使いこなし，都市公園 

  Active approach，Discernible approach，Using and understanding，Urban park 

  

 本研究では、公園利用者が目的に応じてアウトドア用具を持ち込む環境への「働きかけ」と相応しい場所を選択

する環境の「読み解き」から、公園利用者の環境の「使いこなし方」を探った。大阪市都心 6 区に位置する 8 公園

で 2021 年 9～10 月に利用実態調査を実施し、365 グループを特定した。働きかけ方は 51 タイプ確認でき、気軽に

くつろぐために手軽な敷物を持ち込むことが多い。環境の読み解き方は 22 タイプで、天蓋面、被覆面、側面が自然

面であることが重視されている。これらによる使いこなし方では、151 グループが 3 面が自然面である環境を選択

し、そのうち 140 グループと敷物を持ち込み、会話、飲食、休憩等が多いが、公園利用者はそれぞれの目的に合わ

せた使いこなし方をしていることが明らかになった。 

  

This study aims to discuss the using and understanding environment by park users based on "active 

approach" for the environment to bring outdoor equipment and "discernible approach" for the environment 

to select appropriate locations. A survey of the actual conditions of park users was conducted at eight 

parks located in the six wards of central Osaka City in September-October 2021 and identified 365 groups. 

51 types of "active approach" can be identified among them many users bring rug for casual relaxation. 

22 types of "discernible approach" can be identified among them users emphasize the natural surfaces of 

the canopy, floor and sides. Additionally, 151 groups of the using and understanding environment chose 

the environment of nature surface of canopy, floor, sides. Among them, 140 groups talk, eat or drink 

and take a rest. Therefore, we can confirm the using and understanding environment according to each 

purpose by park users 

    

6 
コロナ禍における飲食店の営業形態の推移 

- 木屋町・先斗町エリアを事例として - 

  ○森颯太，石原凌河 
 

  Changes in the Type of Restaurants Opening during the COVID-19 
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- A Case Study of Kiyamachi and Ponto-cho Area - 

  ○Sota Mori，Ryoga Ishihara 

  新型コロナウイルス感染症，盛り場，飲食店 

  COVID-19，Dining and drinking district，Restaurant 

  

 本稿では、京都随一の盛り場である先斗町・木屋町エリアを対象に、コロナ禍における店舗の営業形態の実態を

時系列で把握した。 

その結果、まず、第 1 次緊急事態宣言解除後は自主的に休業や短縮営業を行う店舗が多くみられたものの、第 2

次緊急事態宣言以降、年月が経過するにつれて、要請内容・期間に従って営業を行っており、飲食店への要請がな

されていない期間においては、普通営業に戻る割合が高いことが示唆された。また、2021 年 3 月の調査で、廃業店

舗が 11 店舗と一番多いことが確認できた。しかし、2021 年 11 月末時点で 22 店舗が休業しており、今後はこれら

の店舗が廃業する可能性があると考えられるため、今後も調査を継続しながら廃業店舗の動向を確認していく必要

がある。 

   This paper clarifies that a chronological survey of the type of restaurants opening in the Ponto-cho 

and Kiyamachi areas, which are Kyoto's most prominent dining and drinking districts during the COVID-

19. 

The results suggest that, although many restaurants voluntarily closed or shortened their business 

hours after the first emergency declaration was lifted, as the years passed after the second emergency 

declaration, they operated according to the requested content and period, and a high percentage returned 

to normal business during the period when no request was made to restaurants and bars. It was suggested 

that the percentage of restaurants returning to regular business was high during the period when no 

request was made to them. The March 2021 survey also confirmed that the largest number of closed 

restaurants was 11. However, 22 stores were closed as of the end of November 2021, suggesting that these 

restaurants may go out of business in the future, therefore, it is necessary to continue the survey to 

confirm the trend of closed restaurants in the future. 

    

7 
Instagram からみたコロナ禍における都心部の都市公園の捉えられ方 

- 大阪市靭公園を事例として - 

  ○下向葵，松尾薫，武田重昭，加我宏之 

  
The recognition of Urban Parks during the COVID-19 pandemic using Instagram 

- A Case Study of Utsubo Park in Osaka City - 

  ○Aoi Shimomuki，Matsuo Kaoru，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga  

  都市公園，SNS，Instagram，景観分析, 心情分析 

  Urban park，Social Networking Service，Instagram，Landscape Analysis, Sentiment Analysis 

  

 本研究では Instagram からコロナ禍における都心部の都市公園の捉えられ方を明らかにすることを目的とした。

コロナ前の 2019 年とコロナ禍の 2020 年の「#靭公園」の投稿を抽出し、写真から景の捉えられ方、テキストから心

情表現を分析した。その結果、景の捉えられ方では、コロナ禍でバラ園やケヤキ並木といった空間景がやや増加し

た。心情表現では、バラに対する〈喜び〉の感情が大半を占め、特にコロナ禍では緑が｢爽やか｣、新緑を見て｢スッ

キリ｣といった心情もみられた。また緑に「癒される」といった心情もみられた。都心部の都市公園は、木陰や風な

ど身体的に感じられる広がりのある自然空間として捉えられており、コロナ禍において人々に癒しや爽快感をもた

らしている。 
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 This study aims to discuss the recognition of urban parks during the COVID-19 pandemic using Instagram, 

in Utsubo Park of Osaka City. We extracted posts using the phrase "#Utsubo Park" in 2019 and 2020 and 

analyzed the landscape and emotional expressions by posted photos and comments. As a result, in 2020, 

perspective landscape increased slightly compared to 2019 and people took the rose garden and the row 

of zelkova trees as perspective green landscape. Emotional expression, “happy” is the most both 2019 

and 2020 and the comments regarding rose is mainly. Additionaly, in 2020, people feel “refreshing” 

for green itself or seeing new green leaves. And in 2020, people feel “healing” for green. Urban parks 

are expansive nature landscape where people physically feel the shade of trees and wind, bring a sense 

of refreshment in addition to healing to the people during the COVID-19 pandemic. 

    

8 新型コロナの生活様式変化に起因する都市交通問題に関する考察 

  ○釜賀一輝，秋山孝正 

  Urban transportation problems because of lifestyle changes by COVID-19 

  ○Kazuki Kamaga，Takamasa Akiyama 

  新型コロナウイルス, 新しい生活様式, 道路交通事故, 決定木(ID3), 自転車交通 

  COVID-19, New normal, Traffic accident, Decision Tree(ID3), Bicycle Traffic 

  

 新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化に伴い、都市活動の基盤となる都市交通において、従来の問題

意識を超えた新たな検討事項が発生している。そこで、本研究ではコロナ禍における都市交通現象を整理するとと

もに、なかでも道路交通事故の問題と自転車交通増加の問題を中心的に検討する。コロナ禍における道路交通事故

に関して、各都道府県の交通事故死者数の変化のメカニズムを考察した。その結果、大都市圏と地方部での交通事

故発生メカニズムの相違点が明確となった。また、自転車交通の増加に関しては、死者数は減少傾向にあるのに対

して交通違反件数・自転車事故件数の増加が観測された。そのため、わが国においては交通ルールの徹底などの対

応が期待される。 

  

 The purpose of this paper is to organize the changes in urban transportation by COVID-19 from 2019 to 

2021 and consider recent urban transportation issues related to new normal.  In particular, we focus on 

topics of road traffic accident and increasing bicycle traffic. In each case, changes different from 

the conventional tendency of change have been observed in the COVID-19 pandemic. Regarding changes in 

traffic accidents in the COVID-19 pandemic, we considered the mechanism of the change in the number of 

traffic fatalities in each prefecture. In the result, differences in traffic accident occurrence 

mechanisms between metropolitan areas and rural areas have been clarified. On the other hand, regarding 

bicycle traffic, we observed an increase in the number of traffic violations and bicycle accidents while 

a decline in the number of fatalities. Therefore, a correspondence such as thorough traffic rules are 

expected in Japan. 
 

    

9 
南海トラフ地震の津波想定地域における商業店舗立地の変遷に関する研究 

- 和歌山県海南市・田辺市・串本町を事例として - 

  ○杉山和則，石原凌河 

  

A Study on the Transition of Retail Store Locations in the Tsunami Potential Area of the Nankai 

Trough Earthquake 

- A Case Study of Kainan City, Tanabe City, and Kushimoto Town, Wakayama Prefecture - 

  ○Kazunori Sugiyama, Ryoga Ishihara 

  南海トラフ地震, 中心市街地, 商業店舗 

  The Nankai Trough Earthquake, City center, Retail stores 
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 本研究では、南海トラフ地震による津波が想定される海南市・田辺市・串本町の中心市街地を対象として、商業

店舗の立地と業種の変遷を定量的に明らかにした。その結果、直近 10 年間で既に中心市街地の総店舗数は 8 割ほど

に減少し、ほぼすべての業種で減少傾向にあることが確認できた。また廃業・移転、新規立地ともに飲食系が最も

多くみられた。 

1980 年から続く店舗の存続状況は、3 自治体とも総店舗数の 3〜4 割を占めることがわかった。また、それらの立

地変遷と業種を整理すると、「継続立地」「廃業・移転」とも買い回り品系が多い一方で、その他の業種には自治体

差がみられた。以上を踏まえて、事前復興計画で取り組むべき政策について考察した。 

  

 This study quantitatively clarified changes in the location of commercial stores and the types of 

businesses in the central city areas of Kainan City, Tanabe City, and Kushimoto Town, where a tsunami 

from a Nankai Trough earthquake is expected to occur. The results showed that the total number of stores 

in the central city area has already decreased by 80% in the last 10 years, and that almost all types 

of businesses are in decline. The largest number of both closures and relocations as well as new 

locations were found in the food and beverage industry. 

The number of stores that have continued to exist since 1980 was found to account for 30~40% of the 

total number of stores in all three municipalities. In addition, when we examine the location transition 

and business type of these stores, we find that while many of the stores in both "continued locations" 

and "closed/relocated" were in the shopping malls, there were differences among the other types of 

businesses in the three municipalities. Based on the above, we discussed policies that should be 

addressed in the preliminary recovery plan 

    

10 
地下街での出口封鎖と引きつれによる避難誘導方策の効果分析 

- マルチエージェントシミュレーションを用いて - 

  ○本井響貴，渋谷優太，髙田悠斗，山口行一 

  

Analysis of The Effectiveness of Evacuation Guidance Measures in Underground Malls by Means of Exit 

Blockades and Guiding Visitors 

- Using Multi-Agent Simulation - 

  ○Hibiki Motoi, Yuta Shibuya, Yuto Takata, Yukikazu Yamaguchi  

  マルチエージェントシミュレーション, 避難, シミュレーション, 防災, 減災 

  Multi Agent Simulation，Evacuation，Simulation，Disaster Prevention，Disaster Mitigation 

  

 本研究では、仮想の地下街を対象に、避難シミュレーションモデルを構築し、待ち行列を抑制する観点から「誘

導なし」、「引き連れ法」、「出口封鎖」といった３つの避難誘導方策の効果を検討した。今回設定した条件で分析し

た結果、来街者全体が避難を完了する時間や待ち行列が発生する出口は、避難誘導方策の効果を確認する上で重要

な指標ではあるが、待ち行列の発生が抑えられたとしても、誘導によって、避難者どうしが移動の際に衝突し、移

動中に滞留が発生していることも把握できたため、こうした混乱を事前に把握しておくことは重要である。実際に

避難誘導方策を検討する際には、不測の事態によるパニックなども考えられることから、待ち行列について十分な

検討が必要である。 

  

 In this study, an evacuation simulation model was constructed for a virtual underground mall, and the 

effects of three evacuation guidance measures, such as 'no guidance', 'guiding visitors' and 'exit 

blockade', were examined from the perspective of controlling queues. The results of the analysis under 

the conditions set out in this study showed that the time taken for all visitors to complete the 

evacuation and the number of exits where queuing occurs are important indicators for checking the 

effectiveness of evacuation guidance measures, but even if queuing is suppressed, the results also 

showed that, due to guidance, evacuees collide with each other when moving around, and that they are 

held up during the evacuation. It is important to understand these disruptions in advance, as they could 
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be identified. When considering actual evacuation guidance measures, queuing needs to be fully 

considered, as panic due to unforeseen circumstances is possible. 

    

11 
事前復興対策としての二地域居住政策の可能性について 

- 兵庫県沿岸部居住者を対象としたアンケート調査から - 

  ○佐藤敬生，澤田雅浩 

  
The Possibility of Two-Region Settlement Policy as a Pre-Reconstruction Measure 

- A Questionnaire Survey of Residents in the Coastal Areas of Hyogo Prefecture - 

  ○Takao Satoh, Masahiro Sawada 

  災害復興, 事前復興, 二地域居住 

  Disaster Reconstruction, Prior Reconstruction, Dual Habitation 

  

 近年、災害の大規模・広域化が懸念されている。特に、今後発生が危惧される東海・東南海・南海トラフ地震で

は、海抜 0ｍ地帯を抱える都市部で発生する、長期湛水被害対策は、喫緊の課題である。本研究は、大規模災害によ

る長期湛水被害に備える事前復興対策として、二地域居住政策の可能性について検討した。具体的には、南海トラ

フ地震で住宅再建が必要な兵庫県沿岸都市部に焦点を当て、主とする住居を選択する際の自然災害リスクの影響、

および二地域居住、二地域居住地での避難の可能性をアンケート調査から明らかにした。その結果、勤務先から業

務上の指示を受けて、避難行動に一定の制約を受けざるを得ない住民にとっては、二地域居住への期待感が高いこ

とが明らかとなった。 

  

 In recent years, there has been growing concern about the large-scale and widespread nature of 

disasters. In particular, countermeasures against long-term waterlogging damage that occurs in urban 

areas with zones 0 m above sea level are an urgent issue. This study examines the feasibility of a two-

area residential policy as a pre-disaster reconstruction measure to prepare for long-term waterlogging 

damage caused by large-scale disasters. Specifically, we conducted a questionnaire survey on two-region 

residential policy in a coastal urban area of Hyogo Prefecture where housing reconstruction is needed. 

The results revealed that employees, in particular, have high expectations for two-region residential 

policies. 

    

12 交通行動から見た検索情報サービスの有効性に関する分析  

  ○董亮，田村圭佑, 秋山孝正 

  Analysis of the effectiveness of search information services in terms of traffic behavior 

  ○Liang Dong, Keisuke Tamura, Takamasa Akiyama 

  経路検索, 有効性, 交通行動 

  Route search, Effectiveness, Travel behavior 

  

 現在、世界的に注目される統合的交通システムの MaaS においては、基本的なレベルとして、統合的な交通情報が

スマホの経路検索結果として提供される。これは多様な都市交通機関の一体的な利用を推進して、シームレスな都

市交通を実現するための試みであるといえる。一方で、いわゆる計算機を利用した「経路検索エンジン」で各種の

交通機関を統合した交通情報の提供は実用化されている。そこで、本研究においては「経路検索エンジン」から得

られる MaaS 型の交通情報の有効性について検証する。具体的には既存の交通行動データに対して、「検索情報」か

ら得られる経路情報の妥当性を実証的に検討する。最終的に「経路検索エンジン」から得られる統合的交通情報の

適用可能性を整理する。 
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 The transport integration has been paid many attentions in urban transport planning.  In particular, 

MaaS (Mobility as a Service) is widely introduced as an advanced design of urban transport systems.In 

the concept of MaaS the public transport systems such as railway, bus, trams and so on would be combined 

with ICT (Information and Communication Technology).  It will provide the advanced mobility service in 

urban area.In the study, the impact of advanced mobility service provided with MaaS is analyzed for 

travel behavior change in urban area.The public transport system in local city would be analyzed 

referring to the impact of transport information provision.  The travel bahaviour in the local city can 

be summarized with the person trip survey.  The database of travel behavior had been produced in 2010 

when ICT condition was not progressed.  Therefore, it can be assumed that the travel behaviour is 

created without information service.  The original travel pattern in the local city can be analyzed. 

    

13 地区イメージによる都市構造 

  ○三宅一生，田中一成 

  Urban Structure based Image of Districts 

  ○Kazuki Miyake, Kazunari Tanaka 

  認知地図, ボロノイ図, 共起ネットワーク 

  Cognitive map, Voronoi diagram, Cooccurrence Network 

  

 現代の日本の多くの都市では、過疎地域の増加や少子高齢化の影響により、コンパクトシティ化が進められてい

る。しかし、単純に機能の集約を行うことが次世代の人々にとってより良い街づくりにつながるとは限らない。こ

れからの街づくりをおこなう上で都市機能の配置を考えることは必要不可欠である。そのためには普段生活する空

間をどのように認知しているのかを知ることが必要だと考える。本研究では、認知・イメージしているまちの姿と

現実空間の関係性を明確にすることで、認識される・されにくい地域、施設等の把握を行い、類似施設等がどのよ

うに相互に関わり合い、作用しあうのか、また分断されているのか要因の抽出を行っていく。 

  

 Many cities in modern Japan are becoming more compact cities due to the increasing number of depopulated 

areas and the declining birthrate and aging population. However, simply consolidating functions does 

not necessarily lead to better urban development for the next generation. It is essential to consider 

the layout of urban functions in future urban development. To this end, we believe it is necessary to 

understand how people perceive the spaces in which they normally live. In this study, we will clarify 

the relationship between the perceived/imagined image of the city and the real space, identify areas 

and facilities that are not easily recognized, and extract factors that determine how similar facilities 

interact and interact with each other, as well as how they are divided. 

    

14 歩行者軌跡から見た駅前広場の評価  

  ○神田陽，田中一成 

  Evaluation of station plaza from pedestrian trajectory 

  ○Haru Kanda, Kazunari Tanaka 

  コンパクトシティ, 潜在的非制御量, 軌跡 

  Compactcity, VFM, Locus 

  

 人口減少、少子高齢化が進む現在の日本では、車と人が関わる交通事故のうち、法令違反をおこなった高齢者の

占める割合が大きくなっている。そこで、本研究では、歩行者にとって安全であり、かつエリアの価値を向上させ

るようなまちづくり計画・設計をおこなうための基礎的研究として、横断違反者の発生箇所、特徴を明らかにする

ことを目的としている。動線を取得するために動画撮影を行い、滞留人口の変化と特徴的な動線についてその発生

箇所、発生人数のカウントを行った。滞留の状況を時間変化でみると同時に，日ごとの差異を分析している。その

結果、滞留人口が多い方が動線を制御できていない割合が少ないことが分かった。 
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In Japan today, with a declining population, falling birthrate, and aging population, the elderly 

account for a large percentage of traffic accidents involving vehicles and people. In this research, in 

order to make a basic town redevelopment plan and a design that is safe for pedestrians and to improve 

the value of an area, the characteristics of a pedestrian flow line will be clarified. Video was taken 

to acquire the flow line. The location and number of people were counted using animate software. We 

investigated the relationship with other transportation modes, focusing on the movement of automobiles. 

We analyzed the change by time and by day. As a result, it was found that there is a relationship between 

the amount of staying traffic and the impact of safety control. 

    

15 
都市郊外部へのバス高速輸送システム（BRT）の整備にかかわる事業性調査 

- 京都市洛西ニュータウンを事例として - 

  ○木下太朗 

  
A Feasibility study on development of a bus rapid transit (BRT) system for suburban area 

- A case study of Rakusai New Town, Kyoto, Japan - 

  ○Taro Kinoshita 

  バス高速輸送システム, 事業性調査, 洛西ニュータウン 

  Bus Rapid Transit(BRT), Feasibility study, Rakusai New Town 

  

 本稿は、都市郊外部へのバス高速輸送システム（Bus Rapid Transit : BRT）整備にかかわる事業性調査を、京都

市洛西ニュータウン地域と近隣の鉄道駅を結ぶフィーダー路線を事例として実施した。本稿では、以下の作業を通

じて事業性を検証した。第 1 に、整備ルート・運行計画案の策定を実施した。第 2 に、整備ルート・運行計画案を

もとに、運行経費の計測を実施した。運行経費については、初期費用とランニングコストの双方を計測した。第 3

に、需要予測とその予測に基づく年度間運行収入・収支の計測を実施した。検討する課題はあるものの、本稿で整

備を検討したルートは、採算が取れる可能性が高いルートであることがわかった。 

 

 This paper presents a feasibility study on the Bus Rapid Transit (BRT) system for suburban area the 

Rakusai New Town area, Kyoto City. In the paper, examine the feasibility of the project through the 

following work. First, a draft of the maintenance route and operation plan was developed. Second, Second, 

operating expenses (initial and running costs) were measured based on the proposed route and the 

operation plan. Initial costs were measured based on a case study in Chuo-ku, Tokyo. Running costs were 

measured by calculating transportation expenses for the 27th year of the evaluation. The calculation 

was based on the transportation cost per kilometer (559.71 yen). Third, the paper measured the demand 

forecast and the revenue and expenditure based on the forecast. Although there are issues to be 

considered, the paper found that the routes presented this paper are likely to be profitable. 

    

16 
明治後期の京都周縁部における電気軌道敷設過程に関する考察 

- 嵐山電車軌道を対象として - 

  ○毛藤洸大，阿部大輔 

 
A Study on the Process of Laying Electric Tracks in the Periphery of Kyoto in the Late Meiji Period 

- For the Arashiyama Electric Tramway - 

  ○Kodai Moto，Daisuke Abe 

  軌道条例, 道路行政, 京都市 

  Ordinance of tramway, Road administration, Kyoto city 

  

 本研究では嵐山電車軌道と府及び国との手続きと対応の変遷を明らかにし、都市周縁部特有の電気軌道敷設経緯

を考察する。周縁部では既存市街地内と異なり、村落以外は田畑が広がっており、道路を拡幅することもなく「逃

げ道」をつくることも可能で、全て道路上に敷設する必要はなかった。観光を目的としつつも、「一般交通機関」と
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しての要素も強く、距離や文化など周縁部の近さ故に現在でもその要素が混在しやすい路線となっている。嵐山電

車軌道の混在しやすさは様々な思惑が交錯した敷設過程でそれぞれの意図が認められてきたことも大きい。一方で、

大半を専用軌道とし、既存村落内での軌道敷設と道路拡幅を行わなかったことは周縁部独特の状況をつくりだして

いるのではないだろうか。 

  

 This study clarifies the procedures and changes in response between the Arashiyama Electric Railway 

and the prefectural and national governments, and examines the process of laying electric track peculiar 

to the urban periphery. Unlike in the existing urban area, in the periphery of the city, fields spread 

out outside the villages, and it was possible to create "escape routes" without widening the roads, so 

it was not necessary to lay all of the track on the roads. While the purpose of the line was for 

sightseeing, it also had a strong "general transportation" element, and due to the proximity of the 

periphery in terms of distance and culture, it is easy to mix these elements even today. The Arashiyama 

train track is a mixture of different elements, and this is due in large part to the fact that each 

intention has been recognized in the process of construction. On the other hand, the fact that the 

majority of the track was dedicated and that the track was not laid within existing villages and the 

roads were not widened may have created a unique situation in the periphery of the area. 

    

17 
市民団体による地域鉄道存続運動の役割と効果 

- 南海貴志川線の存廃を事例として – 

  ○荒木一修，松本邦彦，澤木昌典 

  
The Role and Effect of movement for supporting local railway by citizens 

- Referring to the discontinuance problem of the Nankai Kishigawa Line - 

  ○Isshu Araki, Kunihiko Matsumoto, Masanori Sawaki 

  地域鉄道, 存廃問題, 市民運動, 連携 

  Local railway, Abolition problem, Citizen's activities, Cooperation 

  

 現在、地方鉄道事業者は厳しい状況に直面している。本研究は、貴志川線の存廃問題を参照しながら、市民団体

が地域鉄道存続運動において効果的な活動を展開するために必要な要素と解決すべき課題を示すことを目的とす

る。そのために、民間事業者、自治体、市民団体へのヒアリングにより実施し、複数の市民団体の個別の役割や団

体間の連携の仕方を明らかにした。その結果、地域団体が協力することで存続運動に大きな効果を発揮しているこ

とが示唆された。地域団体とは異なる役割を果たし、市民団体間の連携を円滑に行うには、その仲介役となる人が

必要であることが示唆された。また、存廃問題の初期段階においては、少人数であっても当事者意識をもち行動を

起こすことが重要であるとわかった。 

 

 Local railway operators are currently facing a difficult situation. Referring to the discontinuance 

problem of the Kishigawa Line, this study aims to highlight the elements necessary for citizen groups 

to develop effective action plans to resolve issues. The study was conducted through interviews with 

private operators, local governments, and citizens' groups to identify the individual roles of these 

groups and the ways in which they cooperate with each other. The results suggest that regional 

organizations have a great effect on the survival movement; they cooperate with them to play a different 

role. They also allow smooth collaboration among citizen organizations who act as an intermediary between 

them. It was also found that it is important for even a small group of people to have a sense of 

ownership and to take action in the initial stages of the dis-continuance problem. 

    

18 慶野松原を訪問する観光客の利用実態とそれを踏まえた観光まちづくり計画の策定 

  ○嶽山洋志, 立田彩菜, 光成麻美 
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Planning of Town Development through Tourism based on the actual usage of tourists visiting Keino 

Matsubara 

  ○Hiroshi Takeyama, Ayana Tatsuta, Asami Mitsunari 

  慶野松原, 観光まちづくり, LINE アンケート, 位置情報ビッグデータ 

  Keino Matsubara, Town Development through Tourism, LINE questionnaire, Location-based big data 

  

慶野松原は 1928 年に国指定文化財の「名勝」に指定、白砂青松の松林や海浜植物などのランドスケープ資産が多

く存在する国立公園である。また海水浴場やキャンプ場も備えており、観光客にも人気のスポットとなっている。

しかしここ数年は観光客数は減少傾向にあることから、環境を守りつつ賑わいを取り戻す観光まちづくり計画が必

要となっている。本報告は慶野松原を訪問する観光客の利用実態を把握するとともに、それを踏まえた住民ワーク

ショップを開催、観光まちづくりの方向性を示すこととした。 

  

Keino Matsubara was designated as a national cultural asset, "Scenic Beauty", in 1928, and is a 

national park with many landscapes such as pine forests with green pines and other vegetation growing 

among white sand. It also features a beach for swimming and a campsite, making it a popular location 

for tourists. However, since the number of tourists has been declining in recent years, it is necessary 

to create a plan for town development through tourism that restores prosperity while simultaneously 

preserving the environment. In this report, we get an understanding of the actual use of Keino Matsubara 

by tourists visiting the area, open a resident workshop based on that understanding, and provide 

direction for tourism-based town development. 

19 観光コンテンツにおける CGVR の実態と利用者の評価からみた可能性と課題に関する研究 

  ○﨑山皓平，佐久間康富 

  
A Study on the Actual Situation of CGVR in Tourism Contents and the Possibilities and Issues from the 

Viewpoint of Users' Evaluation 

  ○Kohei Sakiyama，Yasutomi Sakuma 

  地域資源, 情報発信, バーチャル観光, CGVR, 顧客満足 

  Local Resources, Information Transmission, Virtual Tourism, CGVR, Customer Satisfaction 

  

 近年、日本では地域産業が停滞する中、地域を活性化させる手段としての観光が必要とされている。本研究では、

デジタル技術を用いた観光コンテンツにおける CGVR を展開する企業・自治体を対象とし、観光コンテンツにおける

CGVR の実態を把握し、ユーザー調査により可能性や課題を明らかにすることを目的としている。調査の結果、可能

性として、VR ならではのスケール感、自分で好きなように街を回れること、良質な観光の下見、観光体験の思い起

こしができることがあげられた。課題としては、VR 酔い、再現度が不十分であることが挙げられた。ユーザーの意

見を踏まえながら観光の疑似体験を提供するコンテンツの作成が必要である。 

  

 Currently, with local industries stagnating in Japan, tourism is needed as a means to revitalize local 

communities. 

The purpose of this study is to understand the actual situation of companies and municipalities that 

are developing CGVR in tourism contents using digital technology, and to clarify the possibilities and 

issues through user surveys. The possibilities include a sense of scale unique to VR, the ability to go 

around the city as one likes, and the ability to preview high-quality sightseeing and recall the 

sightseeing experience. The challenges include VR sickness and inadequate reproducibility. In the future, 

it will be necessary to create contents that provide a simulated sightseeing experience based on user 

opinions. 

    

20 簡易宿所の成立背景とオーバーツーリズムにともなった変容に関する研究 

  ○川井千敬，阿部大輔 
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A Study on the Background of the Establishment of Budget Hotels and its Transformation with 

Overtourism 

  ○Chihaya Kawai，Daisuke Abe 

  簡易宿所，旅館業法，オーバーツーリズム 

  Budget Hotel，Hotel Business Act，Overtourism 

  

 本研究は以下の簡易宿所の変容の過程を明らかにした。1)簡易宿所営業の種別が新たに定義づけされる以前、寄

場に集積した木賃宿から転じて、公的な宿泊施設として簡易宿泊所が整備された。2)1957 年の旅館業法改正によっ

て、木賃宿から転じた簡易宿泊所や風俗宿泊施設、民宿等これまで法的根拠が不在のまま営業していた宿泊施設の

正常化、適法化を図った。3)簡易宿所営業には旅館営業、ホテル営業のような構造基準および最低客室数の規定が

なく、高度成長期以後のビジネスホテル、民宿、ゲストハウス等新たな宿泊施設の類型を受容し、宿泊施設の多様

化を促進した。4)オーバーツーリズム期には民泊が新法施行に伴って抑制された一方、簡易宿所が急増し、その性

質はより企業戦略的な側面を強化した。 

  

 This study clarified the process of the following transformation of Budget Hotels. 1) Before the 

classification of Budget Hotel was newly defined, Budget Hotel was developed as a public accommodation 

facility for workers. 2) The amendment of the Hotel Business Act in 1957 aimed at normalizing the Budget 

Hotels, entertainment facilities and minshuku which had been operating without any legal grounds. 3) 

There are no structural standards or minimum number of rooms for Budget Hotels like those for Inns and 

Hotels. Since the high economic growth period, new accommodation facilities such as business hotels, 

minshuku and guesthouses were accepted to promote the diversification of accommodation facilities. 4) 

While the number of minpaku was restrained during the overtourism period, the number of Budget Hotels 

increased rapidly and the character of business became stronger. 

    

21 メソ気象モデル WRF を用いた堺市の気候分析地図による緑地環境のあり方の検討 

  ○中元菫，松尾薫，武田重昭，加我宏之 

  A Discussion of Green Environment Based on Climate Analysis Maps with WRF Model in Sakai City  

  ○Sumire Nakamoto，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

  気候分析地図，メソ気象モデル WRF，緑の基本計画 

  Climate Analysis Map，The Meso-scale Meteorological Model WRF，Basic Plans for Greening 

  

 本研究では，堺市の高温化緩和を目指した緑地環境のあり方を探るために，メソ気象モデル WRF を用いて，2020

年 8 月の現状の気候と「緑の基本計画」の緑の将来像図を参考とした緑地環境の保全・整備のシナリオでの気候分

析を行い，それぞれの気候分析地図を作成・比較した． 

その結果，昼間は，海風の影響を受けにくい内陸部で面的な緑地整備による効果が大きく，沿岸部では小さかっ

た． 

夜間は軸となる緑の整備による気温低減効果が明瞭に見られ，加えて現存の丘陵の保全と隣接する農地の保全・

整備を行うことで，一体的な緑地環境により冷気流の効果が促進され，高温化緩和につながることが示唆された． 

  

 In this study, to explore the ideal green environment for mitigating high temperatures in Sakai City, 

we used the meso-scale meteorological model WRF to analyze the current climate in August 2020 and the 

climate under the scenario of conservation and maintenance of the green environment with reference to 

the green future vision map of the "Basic Plans for Greening," and created and compared the respective 

climate analysis maps. 

The results showed that during the daytime, the effect of the area greening was larger in the inland 

area, which is less affected by sea winds, and smaller in the coastal area. 

During the night, the temperature reduction effect of the green maintenance of the axis was clearly 

observed. In addition, it was suggested that the preservation of the existing hills and conservation 
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and improvement of adjacent farmland will promote the effect of cool air flow and mitigate the high 

temperatures due to the integrated green environment.  

  

22 
開発の変遷から捉えたニュータウンにおける緑道の景観評価に関する研究 

- 泉北ニュータウン・泉ヶ丘地区を事例として - 

 ○上甲舜華，石原凌河 

 

A Study on the Evaluation of Greenway Landscape in New Town from the Perspective of Development 

Transition 

- A Case Study of Izumigaoka District, Senboku New Town - 

 ○Kiyoka Joko，Ryoga Ishihara 

 泉北ニュータウン，緑道，景観，評価 

 Senboku New Town，Greenway，Landscape，Evaluation 

 

本稿では、泉北ニュータウンにおける緑地帯の開発の変遷について明らかにするとともに、泉北ニュータウンの

居住者における緑地帯の開発年代別の緑道の景観評価を行った。その結果、開発当初から残存している緑地帯は主

に池の周辺に広がっていることと、これまで緑道として整備されている緑地帯の大半がニュータウン開発後に改め

て整備された緑地帯であることが明らかとなった。また、1979 年以降に開発された緑道の方が居住者の評価が相対

的に高いことが確認できた。泉北ニュータウン開発当初から整備されている緑道は、樹木が鬱蒼としており、明る

さの問題、安全性の問題など利用者にとって利用しづらいものになっているため評価が相対的に低い傾向にあるこ

とが示唆された。 

 

This paper clarifies the evolution of greenbelt development in Senboku New Town and evaluates the 

landscape of greenways by the age of greenbelt development among the residents of Senboku New Town.The 

results showed that the greenbelt that has remained from the beginning of the development mainly extends 

around the pond, and that the majority of the greenbelt that has been maintained as a greenway is the 

greenbelt that was redeveloped after the development of the new town. It was also confirmed that 

greenways developed after 1979 were relatively more highly evaluated by residents. It was suggested that 

greenways that have been maintained since the initial development of Senboku New Town tend to be 

relatively low in evaluation because they have dense trees and are difficult for users to use due to 

problems with brightness and safety. 

  

23 
子どもの視線に考慮した安心感と快適性から捉えた緑道空間整備に関する研究 

- 北摂三田フラワータウンの緑道を対象として - 

 ○古賀優夏，阿久井康平，下村泰彦 

 

A Study on Improvement of Tree-lined Sidewalk Space from the Standpoints of Security and Comfort 

Considering Children's Perspective 

- Focusing on the Tree-lined Sidewalk of Flower-town in Sanda City - 

 ○Yuka Koga，Kohei Akui，Yasuhiko Shimomura 

 緑道，子どもの視線，ニュータウン，安全性，快適性 

 Tree-lined Sidewalk，Children's Perspective，New town，Security，Comfort 

 

ニュータウンにおける緑道は、公園緑地や公共施設をつなぎ、安全•安心な歩行空間として整備されている。また、

利用者に快適な空間を提供し、植栽も多様である。 

一方、樹木の老朽化や過度な成育などの管理不足により、緑道の見通しに死角が発生し、安全面に影響を与える

状況も発生している。大人の視線と子どもの視線の高さは異なり、その影響は子どもにとって顕著である。 
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本研究では、子どもの視線を考慮した緑道の安心感と快適性について捉え、緑道空間整備や植栽管理のあり方を

探ることを目的とした。分析の結果、中・低木の樹高を子どもの視線の高さに抑えた植生管理、枝下高の高い高木

の選定による見通し空間の確保などの重要性を示した。 

 

The study aimed to clarify the way of space improvement and planting management on tree-lined sidewalk 

from the viewpoints of security and comfort considering children's perspective. 

As a result of analysis, we showed the importance of planting management that keeps the height of 

middle and shrubs below the height of children's perspective, and maintaining perspective by selecting 

tall trees with high branch heights. 

  

24 
まちづくりと都市基盤整備に対する住民意識の空間的分布特性に関する研究 

- 兵庫県西宮市瓦木地区に着目して - 

 ○副島脩平 

 

Study on the spatial distribution characteristics of residents' consciousness for town development 

and urban infrastructure development 

- Focusing on the Kawaragi district of Nishinomiya City, Hyogo Prefecture - 

 ○Shuhei Soejima 

 暮らしの意識，市街地開発事業，都市インフラ 

 Dwelling Environment，Urban Dvelopment，Urban Infrastructure 

 

我が国は、世界に類をみない少子高齢化の急速な進行 と戦後初めてみる人口減少を経験し、係る変化に対応した

都市の再編が必要となっている。その改善する手法として市街地開発事業が挙げられる。そこで本研究では、地区

の課題を把握し、いかなる解決手法を検討すべきか探るべく、アンケート調査より空間的分布特性から住民意識の

実態を明らかにすることを目的とした。都市基盤整備の不満とまちづくりのテーマの重要性の意識について上ノ町

と日野町に集中していることがわかった。道路の拡幅や整序は、都市再生上の観点から推進していく必要があるが、

地域施設の設置と都市空間の整備という同時解決手法があるのではないかと考えられる。 

 

Japan has experienced the rapid progress of the declining birthrate and aging population, which is 

unprecedented in the world, and the population decline seen for the first time after the war, and it is 

necessary to reorganize the city in response to such changes. Urban development projects can be mentioned 

as a method for improving this. Therefore, the purpose of this study was to clarify the actual situation 

of residents' consciousness from the spatial distribution characteristics from the questionnaire survey 

in order to grasp the problems of the district and to find out what kind of solution should be considered. 

It was found that the dissatisfaction with urban infrastructure development and the awareness of the 

importance of the theme of community development are concentrated in Ueno Town and Hino Town. It is 

necessary to promote the widening and ordering of roads from the viewpoint of urban renewal, but it is 

thought that there may be a simultaneous solution method of installing regional facilities and improving 

urban space. 

  

25 京都市住宅供給公社の事業の特徴についての一考察 

 ○内海ありさ，阿部大輔 

 A Study of the Characteristics of the Kyoto Municipal Housing Supply Corporation's project 

 ○Arisa Utsumi，Daisuke Abe 

 住宅供給公社，京都市，事業 

 Housing Supply Corporation，Kyoto city，Project 
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本稿では京都市住宅供給公社の事業を整理することで、京都市住宅供給公社が展開してきた事業の特徴を考察す

ることを目的とする。京都市住宅供給公社の設立時から現在までの事業展開を整理した。その結果、事業の特徴は

1965 年から 1980 年、1981 年から 2005 年、2006 年以降に大別できた。京都市住宅供給公社の展開した事業の特徴

は、京都市の要望や市の需要を踏まえ、民間事業者のみでは遂行が困難な住宅を供給してきた点にある。ニーズが

あるにもかかわらず民間事業者や市のみでは遂行が困難な事業を補完的に展開し空白部分を埋めることで、京都市

の住宅政策に寄与してきたと言える。 

 

The purpose of this paper is to examine the characteristics of the projects developed by the Kyoto 

Municipal Housing Supply Corporation by organizing its projects. The paper organizes the business 

development of Kyoto Municipal Housing Supply Corporation from the time of its establishment to the 

present. The characteristics of the projects can be broadly categorized as follows: from 1965 to 1980, 

from 1981 to 2005, and from 2006 onward. The characteristic of the projects developed by the Kyoto 

Municipal Housing Supply Corporation is that it has supplied housing that would have been difficult for 

private operators alone to carry out, based on the demands of Kyoto City and the city. By providing 

complementary services to fill in the blanks where there is a need but the private sector or the city 

alone cannot do so, the corporation has contributed to Kyoto City's housing policy. 

  

26 
開発が停滞した空地の活用政策と実施されたプロジェクトの実態に関する研究 

- グラスゴーにおける空地の暫定利用プログラム Stalled Spaces を対象に - 

 ○田中智朗，阿部大輔 

 

A study on the policy of utilizing vacant land with stagnant development and the actual status of the 

projects implemented 

- A Case Study of Stalled Spaces, an Interim Use Program for Vacant Land in Glasgow - 

 ○Tomoro Tanaka，Daisuke Abe 

 暫定利用，空地，グラスゴー 

 Temporary use，Vacant land，Glasgow 

 

本稿は、スコットランドのグラスゴーにおいて実施された、市民による未利用地の暫定利用を支援するプログラ

ム Stalled Spaces に着目する。本稿は、Stalled Spaces の制度的枠組みの特徴を明らかにするとともに、そこで

の活動、土地利用がいかに変容したかを整理する。調査の結果、実施されたプロジェクトは①短期・長期プロジェ

クトが同じ枠組みで実施されている②農的利用が約 6 割を占める③対象敷地の約 6 割が公有地であること、が明ら

かとなった。また実施された半数以上のプロジェクトは暫定利用の状態が継続しており、終了しした事例について

も、荒廃した土地が改善した例や、新たなに移行するなど空地・荒廃地の改善に寄与する一面が見られた。 

 

This paper focuses on Stalled Spaces, a program implemented in Glasgow, Scotland, to support the 

interim use of underutilized land by citizens. This paper identifies the characteristics of the 

institutional framework of Stalled Spaces and summarizes how activities and land use there have been 

transformed. The survey revealed that (1) short-term and long-term projects were implemented within the 

same framework, (2) agricultural use accounted for approximately 60% of the projects, and (3) 

approximately 60% of the target sites were publicly owned land. In addition, more than half of the 

projects that were implemented were still in interim use, and even in the cases that were terminated, 

there were cases of land that had fallen into disrepair that were improved, or were transitioned to a 

new use, which contributed to the improvement of vacant and blighted land. 

  

27 地域属性及び個人属性からみた地域愛着の規定因に関する研究  

 ○関根仁美，角保智也，武田裕之，加賀有津子 

 The study on effects of personal attributes and area's characteristics on place attachment 
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 ○Hitomi Sekine，Tomoya Kadoho，Hiroyuki Takeda，Atsuko Kaga 

 地域愛着，利便性評価，出身地，愛着スタイル 

 Place attachment，Evaluation of convenience，Birthplace，Attachment style 

 

本研究では、人々が地域に愛着を感じる理由に着目し、地域愛着を形成する要素と高める要素を調査した。また

人々を自己観と地域観により分類し、地域愛着の理由や地域へのインパクト志向を調査した。その結果、地域愛着

の形成には出身地であること、地域愛着を高めることには主観的利便性評価の高さが影響することを示した。また、

協働型は愛着度が高く肯定的な愛着理由を多く挙げ、地域へのインパクトを志向する傾向にある一方、同程度の愛

着を持つ享受型では地域へのインパクト志向性は確認されず、地域活動の動機として地域愛着を議論する際には、

関係スタイルに分類して検討する必要があることを示唆した。 

 

In this study, we focused on the reasons why people feel attachments to the living area and birthplace, 

and investigated the factors that form and enhance the place attachments. Also, we searched the 

relationship between place attachment and intention to contribute the living area, classified people 

according to self-esteem and area-view. As a result, it was shown that the place of origin developed 

place attachment and the evaluation of convenience enhanced place attachment. In addition, the 

collaboration-type has a high degree of attachment and gives many positive reasons for attachment, and 

tends to aim for impact on the area, while the enjoyment-type with the same degree of attachment does 

not have that aim on the area. So, I suggested that it is necessary to classify relationship styles when 

discussing place attachment as a motive for community activities. 

  

28 多拠点生活サービスが空き家所有者の気がかり解消と活用意義の実感に果たす役割 

 ○齋藤真奈夢，室﨑千重，近藤民代，西田極 

 
The role of a multi-habitation service that eliminates the concerns of vacant house owners and makes 

them realize the significance of utilizing vacant houses  

 ○Manamu Saito ，Chie Murosaki，Tamiyo Kondo，Kiwami Nishida 

 空き家活用，空き家所有者，多拠点生活，空き家所有者の気がかり，空き家活用意義 

 
Utilization of vacant houses，Vacant house owners，Multi-habitation，Concerns of vacant house owners，

Significance of utilizing vacant houses 

 

本研究は、多拠点生活サービスの仕組み・方針による、空き家所有者の気がかり解消と活用意義の実感を調査す

る。多拠点生活サービス ADDress の仕組みである「拠点管理人」は、拠点近くに住み、自治体・地域住民と共に活

動し、所有者と継続的に交流することから、所有者の管理負担の減少と、他人に貸す不安の減少が期待できる。方

針の「地方創生」は、地域に迷惑をかけたくない所有者が活用に取り組みやすいと推察する。まちづくりの意識を

持つ拠点管理人によって、地域の意識・行動に変化がみられる。拠点化後に所有者が定期的に拠点を訪問するなど、

継続的な交流によって拠点・地域・生活の変化の認知ができ、空き家活用の意義を実感する可能性がある。 

 

This study examines the structure and policy of multi-habitation services to eliminate the concerns 

of vacant house owners and make them realize the significance of utilizing vacant houses. The "base 

manager" of ADDress, a multi-habitation service, lives near their base, works with local governments 

and residents, and continuously interacts with owners. Therefore, they can reduce the management burden 

of the owner and the anxiety of lending to others. The consciousness and behavior of local communities 

are changing depending on "base manager" who is conscious of community development. Through continuous 

interaction, such as regular visits by the owner after the establishment of the base, there is a 

possibility that the change in the base, community, and life will be recognized, and the significance 

of using vacant houses may be realized. 
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29 多拠点居住プラットフォームを介した地域住民と拠点の関わりによる地域に対する意識の変化について  

 ○西田極，近藤民代，室﨑千重，齋藤真奈夢 

 
Changes in Attitudes Toward the Community as a Result of the Involvement of Local Residents and Bases 

via a Multibase Residential Platform 

 ○Kiwami Nishida，Tamiyo Kondo，Chie Murosaki，Manamu Saito 

 多拠点居住プラットフォーム，拠点，拠点管理人，地域に開かれた空間，地域住民 

 Multibase Residential Platform，Base，Base Manager，Open space to the community，Local residents 

 

本稿の目的は次の二つを明らかにすることである。１.多拠点居住プラットフォームを介した拠点と地域住民との

関わりを通して地域住民にどのような変化が生まれるのか。２.拠点ごとの「地域住民と拠点との関わりを促すため

の拠点管理人による活動」と、「地域に対する拠点の場としての設え」がどのように地域住民の変化に関わるのか。

地域住民に生まれる変化として明らかになったのは地域外住民への受け入れ意識、地域の魅力の再発見、地域への

誇りの涵養といった意識の変化や地域活動への参加等の行為の変化である。地域住民の変化の発生に関わる要素と

して明らかになったのは「拠点管理人が地域において行う活動に協同主体が存在すること」、「拠点に地域に開かれ

た空間が存在すること」である。 

 

The purpose of this paper is to clarify the following two questions: 1. What kind of changes will be 

produced in local residents through the relationship between the bases and local residents via the 

Multibase Residential Platforms? 2. How will the "activities of the base manager to promote the 

relationship between local residents and the bases" and "the setting of the base as a place for local 

residents" at each base relate to changes in local residents? How do "activities by the manager" and 

"the setting of the base as a place for the community" relate to changes in local residents? The changes 

in the local residents include changes in their awareness of acceptance of people from outside the 

community, rediscovery of local attractions, and cultivation of pride in the community, as well as 

changes in their behavior, such as participation in local activities. The factors that were found to 

contribute to changes in local residents were "the existence of a cooperative entity in the activities 

of the base manager in the community" and "the existence of a open space in the base to the community. 

  

30 
名所図会における歴史的景観の価値付けに関する考察 

- 淀川両岸一覧に見られる名所化の構造 - 

 ○天野愛希，加嶋章博 

 
Consideration of the Valuation of Historical Landscapes in the "Meisho-zue" 

- Structure of landmarking as seen in the " Yodogawa-Ryougan-Ichiran" - 

 ○Manaki Amano，Akihiro Kashima 

 歴史的文脈，地域資源，イメージとテキスト，図会と解説，河川 

 Historical context，Local resources，Image and text，Illustrations and commentaries，Rivers 

 

本研究の目的は、名所図会の図会（イメージ）と解説（テキスト）に記載されるすべての場所を一貫した名所と

して取り上げ、どのような視点から名所として位置付けられているかを明らかにすることにある。本稿では、『淀川

両岸一覧』を題材として取り上げ、ある特定の名所が、どのような地理的範囲にある他の地点と関連付けられて説

明されているかに着目する。その空間スケールの特徴を通して、当時の名所化の構造についての分析を行い、特徴

を抽出する。名所図会における河川沿いに展開した名所の線的繋がりに着目することで、広域な文化的、技術的繋

がりを考察し、テリトーリオの観点を踏まえた地域資源の価値付けに資する知見を得ることを目的としている。 
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 The purpose of this study is to take all places described in the illustrations (images) and commentaries 

(text) of the "Meisho-zue" of the Edo period as consistent famous places, and to clarify from what 

perspective they are positioned as a place of interest.  This paper takes up the "Yodogawa-ryougan-

Ichiran" as its subject, and focuses on how a particular place of interest is described in relation to 

other places within a given geographical area.  Through the characteristics of their spatial scale, we 

conducted an analysis of the structure of making them famous places at that time and extracted their 

characteristics. By focusing on the linear connection of famous places developed along rivers in the 

"Meisho-zue", we aim to examine the broad cultural and technological connection and obtain knowledge 

that contributes to the valorization of local resources based on the perspective of territorio. 

  

31 域外資本の店舗が混在した歴史的景観の評価構造 

 ○山石季沙，松本邦彦，澤木昌典 

 Evaluation structure of historical landscape with a mixture of foreign capital stores 

 ○Kisa Yamaishi，Kunihiko Matsumoto，Masanori Sawaki 

 観光地景観，歴史的町並み，屋外広告物，外部資本，評価グリッド法 

 
Sightseeing landscape，Historical landscape，Outdoor advertising，Foreign capital，Evaluation grid 

method 

 

本研究では、歴史的町並みを有する観光地において、域外資本店舗が画一的な印象を与えるファサード構成要素

の状態を明らかにすることを目的とした。評価構造を把握するため、評価グリッド法を用いた印象評価実験を行っ

た。実験の結果、被験者は観光地景観に「特別感」と「安心感」が感じられたときに景観を「好ましい」と評価する

ことが明らかになった。域外資本店舗による、地区のイメージと合致しない商品の取扱、写真やキャラクターを使

用した過剰に内容を演出した広告とその過剰な掲示が、「宣伝が誇大だ」「工夫が感じられない」「安っぽい」と感じ

られ、これらの評価項目が「特別感」に反する「どこにでもある」という印象形成に寄与していることが明らかに

なった。 

 

This research aims to clarify the state of facade components that give commonplace impressions to 

foreign capital stores in tourist areas with historical landscapes. To understand the evaluation 

structure, we conducted an impression evaluation experiment using the evaluation grid method. As a 

result, it was clarified that the items of "uniqueness" and "security" influence the evaluation of the 

"favorable" of the tourist area. Additionally, foreign capital stores sell products that do not match 

the image of the district. Moreover, they overproduce the content of advertisements using photos and 

characters, and post too many of them. They were felt by the subjects as "promotion is exaggerated", 

"no ingenuity", and "cheap". It became clear that it contributed to the impression formation of 

"commonplace" contrary to "uniqueness". 

  

32 
歴史的な町なみの特徴とその保全に関する研究 

- 先斗町を対象として - 

 ○野口美咲，山崎正史，岡井有佳 

 
A study on historical townscape and its conservation  

- Focusing on Pontocho - 

 ○Misaki Noguchi，Masafumi Yamasaki，Yuka Okai 

 歴史的町なみ，景観保全，歴史的建築物，花街 

 Historical townscape，Conservation，Historic buildings，KAGAI 

 
先斗町は京都の歴史的な町並みの一つであるが、建て替えなどにより歴史的な町なみを喪失しつつある。本研究

では、先斗町通りに現存する歴史的建築物の形態意匠調査と、町並みの変化の調査を行った。歴史的建築物調査で、
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お茶屋は他地区と同じ A 型、この地区にだけ見られる２階後退の B 型、C 型が見られた。B,C 型は狭い道で光を得る

ための工夫と思われる。また、同エリアで 1972 年以降に建築確認がなされた建築物を調査し、それを町なみと調和

しているか点数付けをした。2009 年以降、町なみを残すため建て替えない工夫が見られる。今後、大火災など一斉

に被害を受けることを考えて、建築基準法 42 条３項道路の指定を提案した。 

 

Pontocho is one of the historical townscape of Kyoto, but it is losing its historic townscape due to 

rebuilding. Therefore, in this study, we investigated ① the original design of original MACHIYA, and 

② the conditions of recent change of townscape. In ①, we found type A, common in Kyoto, type B,C, 

which have second story facade in set back area. Type B,C are characteristic of this area to get more 

light in narrow street. In ②, we investigate buildings confirmed to be built since 1972, giving them 

marks. We proposed to designate this area for the third item of building code 43, which allow 2.7m road.   

  

33 水と緑の景観から捉えた大阪・中之島らしさの解明 

 ○井上未夢，松尾薫，武田重昭，加我宏之 

 The character of Nakanoshima, Osaka, based on water and green landscape  

 ○Miyu Inoue，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

 中之島，地域らしさ，水と緑の景観，景観評価 

 Nakanoshima，Regional character，Water and green landscape，Landscape evaluation 

 

本研究では、大阪市景観計画において、水・緑が豊かなうるおいのある大阪らしい景観の一つとして位置付けら

れている中之島を対象に、水と緑の視点からの景観評価を通じて中之島らしさを探ることを目的とした。2021 年 10

月に撮影して得られた 1,804 枚のうち水と緑が見える景観写真を解析対象とし、中之島内・外からの流軸景と対岸

景の方向別に分類した。水と緑の出現形態を組み合わせて景観の構図を捉え、景観評価を行った。その結果、流軸

景では両側の水と緑によって奥行き感のある眺望景観に加え、床面や帯状の水面が背景として緑を引き立たせてい

る景観、対岸景では、水と緑の重畳的な景観や緑によって水面が強調される囲繞景観が中之島らしさを支えている

ことが分かった。 

 

The aim of this study was to investigate the character of Nakanoshima through an evaluation of the 

landscape from the perspective of water and greenery. First, 1,804 photos are taken on October 2021. 

Next, the photos were classified into the stream axis river-view and the opposite shore river-view, and 

analyzed them by inside and outside of Nakanoshima. And the composition of the landscape was evaluated 

by combining the appearance forms of water and green. As a result, it was found that in the stream axis 

view, in addition to the view with perspective emphasis by water and green on both sides, the floor 

surface and the banded water surface accentuate the greenery as a background, and in the opposite shore 

view, the superimposed landscape of water and green and the enclosed landscape where the water surface 

is emphasized by the green support the character of Nakanoshima. 

  

34 大阪市茶屋町地区におけるパブリック空間の使われ方に関する研究 

 ○横村優，松尾薫，武田重昭，加我宏之 

 A study of Chayamachi district’s public spaces on the use by staying people 

 ○Masaru Yokomura，Kaoru Matsuo，Shigeaki Takeda，Hiroyuki Kaga 

 パブリックスペース，滞留行動，行動観察調査，居場所，都市の魅力 

 Public space，Staying behavior，Behavioral survey，Whereabouts，Urban appeal 
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本研究では、特徴の異なるパブリック空間が同一地区内に存在する茶屋町地区を対象に、滞留利用実態を把握す

ることで、パブリック空間の使われ方の特性を探った。滞留利用実態は、平日・休日の各時間帯に調査員によるル

ートセンサス調査を 2021 年 10 月に実施し、平日・休日、時間帯ごと、次いで空間種別ごとに集計して捉えた。結

果、茶屋町地区のパブリック空間は、平日・休日や時間帯ごとに利用の傾向が異なり、様々な利用者層を受け入れ

ていること、また長時間落ち着いて滞留するような利用も受け止めている空間や主に一時的な滞留を支えている空

間など、空間特性の違いに応じた異なる利用が確認でき、地区で過ごす人々のそれぞれの利用目的を地区全体で受

け止めていることが明らかになった。 

 

The purpose of this study is to clarify the characteristics of the use by conducting a survey of 

Chayamachi district, where there are some public spaces with different characteristics. The actual 

situation of use was understood by the following method. A route census survey conducted in October 2021 

on weekdays and holidays, and we confirmed them by weekday / holiday, time period, and space type. As a 

result, we found that the public spaces in the Chayamachi district accommodate a variety of user groups, 

with different trends in use on weekdays and holidays and at different time period. Also, their public 

spaces are used differently according to the different characteristics of the space, such as spaces that 

are used for long time and spaces that are used for temporary time. Therefore, the district as a whole 

accommodate the different purposes of use of the people who spend time in the district. 

 

以上 
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