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農住都市構想による初期賃貸住宅に関する研究
－ 昭和 46 年〜51 年に農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法によって建設された賃貸住宅に

ついて－ 

大阪大学大学院工学研究科	 	 佐伯	 亮太 
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 

1.1研究の背景と目的 

平成29年、都市緑地法が改正され、緑地の定義に農地の
役割が明記されるなど、都市における農地が積極的に位置

づけられた。今後のまちづくりの方針として農と住が融合

した住環境をだれがどのように整備するか議論が進んでい

る。またそれに関連し、新たな用途地域として田園居住地

域が追加された。 
	 農と住が融合した居住環境の検討は、今回が初めてでは

ない。昭和40年代、都市計画線引きが進む中、都市部の人
口増加による住宅不足の解消と都市周縁農村の所得向上を

目的として、農住都市構想（以下、農住構想）が発表され

た。具体的には、農協がよびかけて農地の宅地化を促し、

土地所有者に賃貸住宅建設・経営を勧めた。その実現にむ

けては、様々な制度が新設されており、それら制度に基づ

いて建設された賃貸住宅を農住団地と呼ぶ。例えば、建設

費については、「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨

時措置法（以下、農住利子補給法）」、「土地担保賃貸住宅建

設資金制度」、「特定賃貸住宅建設融資利子補給補助制度」

と条件や対象が異なる3つの融資制度が創設された。 
複数の制度によって効果的に実現した農住構想であるが、

一方で、結果的に農住構想によって何戸の住宅供給ができ

たか、制度ごとの農住団地の特性、農住団地の現状（所有

形態、運営主体、団地周囲の状況等）などについては明ら

かになっていない。 
これまでに、佐藤(1975)1)が、農住構想の内容と最初期の

開発例を示し、岩田(2005)2)が農住構想の発展可能性につい

て言及しているものの、農住構想に基づいて建設された個

別の農住団地について、当時の建設状況や管理運営、現状

については明らかになっていない。またそれらを推進した

種々の制度とそれらの関連性についても整理されていない。 
最初の農住団地が建設されてから、すでに 40 年が経過
しており、全国に数十万戸はある農住団地が良好な住宅ス

トックと捉えられるのか、またそれらの運営ノウハウにつ

いて明らかにすることは、今後の農と住が融合した居住環

境の検討や住宅政策において有効な知見となることが考え

られる。 
	 本研究では、農住構想の黎明期を把握するため、農住構

想実現化に向けての歴史的経緯を整理する。 
また昭和 46年～51年に農住利子補給法を基に建設され
た賃貸住宅（以下、初期農住賃貸住宅）を対象として、建

設概要（農住利子補給法申請数、団地配置など）を分析し

農住構想の理念と実態について明らかにする。３つの融資

制度のうち農住利子補給法に限定したのは、団地の要件に

農地の宅地化を明記し、また農協等からの融資を必須とし

ており、最も農住構想の理念を反映しているためである。

また、農住利子補給法は当初5年間の時限法であったこと
から、対象を上記期間としている。 
1.2研究方法  

	 農住構想を各種文献、国会建設委員会等の議事録から歴

史的に整理・分析する。棟数、戸数など初期農住賃貸住宅

の建設概要を把握するため、地域社会計画センターが2年
に 1度発行する農住建設実態調査報告書 3)と同センターが

発行する農住必携（昭和51年度版）4)から、昭和46年度～
51 年度の農住利子補給法に基づく申請を抽出しデータベ
ース化し、初期農住賃貸住宅の建設特性を考察した。さら

に建設当時の航空写真から建物配置を把握し、農住構想の

概念図と比較することで、農住構想の理念と実際の建設状

況の考察をおこなった。 
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２．農住都市構想について 

2.1農住都市構想の歴史的整理 

昭和42年、経済企画庁国民生活局長(当時)の中西一郎は
雑誌『農業協同組合』にて「自ら土地利用計画をたてるこ

とによって能率のよい農業と高層住宅群をうまく組み合わ

せて、農村地帯の所得上昇をはかることは考えられるし、

農と住の併建が両方にとって快適なものであると思う」と

述べ、物価対策と都市の住宅難を同時に解決する策として

農住構想を発表した。同じく農協のシンクタンクであった

協同組合経営研究所理事長(当時)の一樂照雄は農住都市を
「農業に利用されている土地に取り囲まれた住宅団地のい

くつかから成り、農業と非農業との間にも交流が密に行わ

れる地域社会」ないしは「生産緑地の中に住宅団地が周囲

と調和的に形成されている都市」と定義した。農住構想が

発表されて以降、農地法の改定によって農地賃貸借が緩和

されるなど、農住構想の実現に向けて制定や各種研究調査

が進められた（表１）。 
時期を同じくして昭和 47 年には「緑農住区開発関連土
地基盤整備事業(以下、緑農住区開発)」が開始された。事業
の目的は「都市近郊農業の生産基盤を整備するとともに、

これと一体的に良好な環境を備えた住宅用地の創出を行な

い、もって農業と都市の調和の取れた健全な発展に資する

こと」とされ、農住構想と目的が重なる 5)。しかし、農住構

想が土地利用計画から住宅団地建設までを対象にしたのに

対し、緑農住区開発は基盤整備としての土地改良事業であ

った。緑農住区開発は平成11年に事業終了した。 
緑農住区開発の実施にあたっては、昭和 44 年建設省と
農林省が共同調査として緑農住区開発調査を横浜北農協と

神戸西農協を対象に開始した。農協が調査対象になったの

は、すでに横浜北農協と神戸西農協で農住構想が進められ

ていたためである。 
	 一方、農住構想の実現に向けては各省庁から計画の重要

性が問われた。その上で、2 つの計画検証が補助事業とし
ておこなわれた。1つ目は昭和45～47年に農林省が補助し
た「農村住宅団地建設計画の推進に関する調査研究」であ

る。これは、全国26地区を農村住宅団地建設計画モデル地
区（表2）として選定し、それぞれに基本計画、権利調整、
施工計画について調査研究をおこなった。2つ目は昭和49
年に建設省が補助した「農住団地建設基本計画策定」であ

る。こちらは全国6地区において建設計画を策定した。 
昭和47年3月の国会建設委員会 6)において、農林省は自

身が実施する調査研究について、「これらはあくまで調査研

究であり事業実施段階は、建設省にお願いする」と述べた。

一方、建設省はその協議・合議がなされていないと主張し、

上述の通り、農住構想に関する独自の計画策定をおこなっ

た。先じて行われた緑農住区開発においては、共同調査を

おこない、その後の農住構想に関する計画については、縦

割りで推進されていたことからも、推進母体である省庁間

で足並みが揃わなかったと考えられる。農住構想と緑農住

区開発は、その後も別事業として推進されている。 

表２．農村住宅団地建設計画の推進に関する調査研究におけるモデル地区 

江別市江別太・亀田市本通東山・仙台市中田・取手市新取手駅前・水海

市豊岡・栃木市大宮・太田市九合南部・川口市安行・君津市宮下・町田

市真光寺広袴・川崎市西新百合ヶ丘・長野市若槻・三島市加茂・静岡市

高松・新潟市鳥屋野女池・東浦町緒川新田・久居市中町・加古川市友沢・

三郷町立野・岡山市白石・坂町坂本郷・安佐町日浦・下関市勝山・詫間

町神田・北九州市曽根下貫・荒尾市荒尾（計26地区） 

さらに、昭和46年4月には農住利子補給法が制定され、
資金面で農住構想の実現を推進した。同法は昭和51年3月
までの5年間の時限法であったが、要件の変更を重ねなが
ら延長された。その後、昭和56年4月には農住組合法が施
行され、建設費融資だけではなく、農業技術や賃貸経営に

ついて助言を受けられる制度を整えた。 
2.2農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給時措置法 

	 農住利子補給法の目的は「住宅不足の著しい地域におい

て、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建

設等に要する資金の融資について政府が利子補給金を支給

することにより居住環境が良好で家賃が適切な賃貸住宅の

供給を促進するとともに、水田の宅地化に資すること」2)と

され、昭和 51 年、表 3 の要件をいずれも満たすことで個
人、法人いずれでも申請ができた。融資対象者を絞りなが

ら、広い土地での事業実施を狙ったことがわかる。 

表3．農住利子補給法の対象要件（一部抜粋） (1) 

団地 

要件 

・1.0ha以上または50戸以上 

・賃貸住宅の数が全体の1/2以上または敷地全体に占める賃
貸住宅の敷地の割合が1/2以上 

・団地面積の1/2以上または1.0ha以上の水田の宅地化をお

こなうこと 

規模、

構造及

び設備
の基準 

・耐火、簡易耐火、不燃組立て 

・1戸あたり30〜120㎡かつ2以上の居室を有す 

・各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴槽を備
えたもの 

融資 
対象者 

以下のいずれかに該当する者 

1.農地その他の宅地以外の土地を所有する個人  
2.特定賃貸住宅を建設するために宅地造成された宅地を所

有する個人 

3.1,2に定める個人と同一生計の同居親族 
4.住宅を建設して賃貸する事業を営む会社でその構成員の

過半数が1,2,3に該当する 

同法は、平成18年7)には、「面積が0.25ha以上又は住宅
戸数が25戸以上」かつ「一団地の面積の1/2以上又は0.1ha
以上の水田の宅地化を伴うこと」と、対象要件において規

模を縮小させており、当初想定していた広い農地に限らず、

より狭い農地でも団地建設を可能とした。 

３．初期農住賃貸住宅について 

3.1 農住都市構想の空間的概念 

	 農住構想は農協が中心に検討した構想であり、空間的な

概念については、多く触れられていない。図1は、昭和45

年に農政局農業協同組合課の2名が農住構想についてまと

め出版した文献に、「概念的な基本計画、特に土地利用計	

画を想定すれば図のようになる。」8)として掲載された農住

計画区域に関する概念図である。いわば農住構想の基本理
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念が反映された計画図として捉えることができる。	

	 文献では、農住構想の対象エリアとして、①市街化区域

内、②市街化区域と市街化調整区域を含むエリア、③都市

計画区域外の3つを想定している。その中で②を対象とし

て土地利用（図１）が示されたが、それは①〜③に共通す

る概念として示された。	

図１．農住構想の概念図（資料：農住都市建設と改正農協法） 

	 概念図では、土地区画整理を前提にエリアを農区と住区

の2つに分け、さらにそれぞれが一戸建区、中高層区、3つ

の農地エリア、公共エリアに分けられている。また農協や

共同出荷所も配置されている。	

つまり概念図から読み取れる当初に想定した農住構想は、

農と住を混在させたゾーニングによる土地利用計画であっ

た。しかし、当時は生産緑地法が制定される以前であり、

市街化区域内に農地を配置する計画は線引きの狙いと逆行

する。また、市街化区域と市街化調整区域の境界近辺での

計画であり、無計画に市街化区域内農地が宅地化された場

合、都市のスプロールを助長した可能性もある。	

3.2 初期農住賃貸住宅の特性 

本研究の対象である、初期農住賃貸住宅について、その

特性を表 4〜表 7にまとめる。農住利子補給法の融資対象
者は、「農地その他の宅地以外の土地を所有する個人」を主

としており、法人の場合も、構成員の過半が上記であるこ

とが条件となっている。そのため、申請件数の 94.8%が個
人である。申請件数に対して、人数が多いのは、連名での

申請のためであり、表3の団地要件に適合させるために、
複数の所有者が持つ土地を集約し、1 団地として申請され
ることが多かった。 
棟数別では、全体の 62.0%が 1棟である。農住都市を定
義した一樂照雄は、定義に「住宅団地」を用い、また図 1
でも複数棟が建つことを想定しているが、実際は個人の賃

貸住宅として1棟を建てる場合が半数以上であった。 
都道府県ごとに見ると、いずれも愛知県が最多である。

申請件数では、愛知県（64件）、静岡県（30件）、石川県（29

件）と中部北陸地方に多い。一

方で戸数・棟数に着目すると、

愛知県（1,922 戸,146 棟）、兵
庫県（1,671 戸,76 棟）が目立
つ。表 2 のモデル地区は全国
に分布しており、初期農住賃

貸住宅は全都道府県のうち

51.0%（24県）から申請され、
最初期の 5 年間で全国的な動
きとなったことがわかる。 

3.3初期農住賃貸住宅の配置特性 

農住構想では住宅団地を想定していたことから、初期農

住賃貸住宅の232件の中から、5棟以上建設した30件につ
いて、航空写真から建設当時の団地配置を把握し、農住団

地の配置と図1の概念図との比較をおこなうことで、初期
農住賃貸住宅の実態を明らかにする。本論では、3 事例に
ついて考察する。いずれも解体されていないおらず、現在

も賃貸経営されている。 

① 六軒屋団地（昭和46年,春日井市農協）

六軒屋団地は農住団地の最初期の事例である。農住利子

補給法が制定された昭和 46 年に建設された農住団地は、

六軒屋、柏原第１期(春日井農協)、名谷（神戸西農協）の

3 事例のみである。六軒屋団地の配置は、敷地、建物は隣

接しておらず、また建物の方角も不揃いである。複数人で

申請していることから、近隣の複数農地をまとめて申請し、

それぞれの宅地に建設した事例と考えられる。更に航空写

真から変遷を追うと、周辺の農地では宅地化が進んでいる。	

表8．六軒屋団地の基礎情報 

棟数 戸数 敷地面積 建築面積 申請主体 

5 76 3.02ha 254.1 個人6人 
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図2．六軒屋団地5棟の配置(2)

② 森岡団地（昭和48年,豊橋農協）

航空写真での経年変化を追うと、農地から徐々に宅地化

した地域で、その一つとして農住団地が建設された。離散

して建つ12棟に対して、12人の申請者であることから、1

人1棟を建設したとわかる。	

表9．森岡団地の基礎情報 

棟数 戸数 敷地面積 建築面積 申請主体 

12 104 11.88ha - 個人12人 

図3．森岡団地12棟の配置(3)

③ 高津橋団地（昭和48年,神戸西農協）

森岡団地と同様に、農地が開発されたエリアである。も

ともとまとまった農地の確保ができており、隣接して農住

団地が建設できた。周辺に農地を確保し、また隣接地には

公園と一戸建区があることから、図1に近似している。現
在の航空写真では、農地のほとんどが宅地化されている。 

表10．高津橋団地の基礎情報 

棟数 戸数 敷地面積 建築面積 申請主体 

5 200 1.81ha 449.4 個人12人 

図4.高津橋団地5棟の配置(4)

４．考察・まとめ 

	 農住構想の歴史の整理、初期農住賃貸住宅の概要、配置

の特性から以下の考察ができる。 
	 農住構想の推進にあたっては、同時期に緑農住区開発が

検討されるなど、複数の主体が都市周縁農村の開発方法に

ついて検討を進め、複数の制度、事業が実施されたため、

省庁間で足並みが揃わず効率的な開発推進とならなかった。 
	 概念図から見るに、当初の農住構想は土地利用計画であ

ったが、農住利子補給法は賃貸住宅の建設に要する資金の

補給制度であったため、1 棟での建設、共同申請による離
散型の開発が行われるなど、図1に示した概念図とは異な
る実態を生んだ。昭和56年に農住組合法が施行され、土地
区画整理を進めやすくしたことは、農住構想の実現に向け

てこの時期の実態が教訓になっていたと考えられる。 
また、概念図では市街化区域と市街化調整区域の境界に

農住計画区域を置いており、本論で取り上げた3事例の現
状からは、いずれも農地の宅地化が進んでおり、農住団地

の建設が周辺の開発を促進する影響を与えたと考えられる。

一方で、これら事例が市街化区域であったか否かによって、

その評価は分かれるため、今後はその検証も必要である。 
	 農住構想は壮大な計画であったが、農住構想そのものの

実現については十分に評価できていない。初期農住賃貸住

宅が建設されて 40 年が過ぎており、全国にある農住団地
も老朽化している。農住団地の総量を把握するとともに、

団地の現状（建物、運営）や、周囲の変化等についても、

より詳細に明らかにすることが今後必要である。 

補注 

(1) 社団法人地域社会計画センター(1976)、農住必携昭和  51年度版、pp1-

14より筆者作成 

(2) 国土地理院撮影の空中写真（1976/11/03撮影）より筆者作成 

(3) 国土地理院撮影の空中写真（1977/09/18撮影）より筆者作成 

(4) 国土地理院撮影の空中写真（1979/10/23撮影）より筆者作成 

引用・参考文献 

1) 佐藤俊雄(1975)、農住都市開発構想と農住団地建設について-横浜市、木

更津市、町田市を事例として-、人文地理27 巻1 号 pp. 47-63 

2) 岩田俊二(2005)、農住都市構想の現実化と発展方向、農村計画学会24巻

3号pp.177-186 

3) 地域社会計画センター(1980)、農住建設実態調査報告書 第 3回(昭和 54

年度) (研究開発資料 ; no.12) 

4) 地域社会計画センター(1976)、農住必携昭和51年度版、pp.141-158 

5) 農村開発企画委員会(2002)、緑農住区開発と土地交換、pp.1-4、財団法人
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高齢化・人口減少過程における郊外住宅地居住者の生活行動特性
－兵庫県三木市緑が丘町・志染町青山地区を対象に－ 

関西学院大学大学院総合政策研究科 青木嵩 
関西学院大学総合政策学部 角野幸博 

1．研究背景と目的 
高度経済成長期に開発された郊外住宅地では、地域外の大型

商業施設や幹線道路沿いの商業開発により地域内の商業機能

やサービスが衰退してきた。また開発当初から人口構造が変化

しているのに反して地域内のそうした機能の更新が成されて

おらず、現在の居住者構造に即した再編が求められる。再編に

関する議論の多くは、現在の居住者の大半を占める高齢者を対

象としている。しかしながら郊外住宅地にも少なからず新しい

居住者層の流入があり、またライフスタイルも開発当初に比べ

て変化している。高齢者への対応のみに終始していると、他の

居住者層の生活行動特性と地域構造との間に乖離が生まれる

ことが懸念される。 
そうした仮説から本稿では、特に郊外住宅地が従来対象にし

てきた居住者層とも異なる共働き世帯を対象にして、彼らの生

活行動特性を明らかにすると同時に高齢者世帯との違いを確

認することを目的とする。 
 居住者の生活行動に関する先行研究として辰巳ら１）による

乳幼児期の子供を持つ女性の交通行動特性に関する研究や松

本ら２）による高齢者の外出傾向の研究がある。また共働き世帯

に着目したものでは、吉見堂ら３）による保育所への送迎行動特

性に関する研究がある。対して本稿は、共働き世帯と高齢世帯

との比較から生活行動を明らかにする点で異なる。 
本稿では高齢化が著しい兵庫県三木市緑が丘町（以下、緑が

丘地区）の居住者を対象にアンケート調査を行った（表－1）。
本アンケート調査の結果から共働き世帯層と高齢者世帯層の

特徴を算出する。本稿で対象とする高齢者世帯層は、A)60 代
以上の独居もしくは夫婦のみのリタイア世帯（以下、高齢リタ

イア）とする。また共働き世帯層は、子供の有無からB) 15歳
以下の子供を有する共働き世帯（以下、DEWKS）と C) 夫婦
のみの共働き世帯（以下、共働き夫婦）に区別する。そして日

常の生活行動に関係する日用品・日用食料品の購買傾向と外食

傾向、生活サービス施設の利用実態からこれら 3 種類の世帯
の差異を明確にしていく。 
表－1アンケート概要 
配布対象 緑が丘地区（西町3丁目を除く）全3162世帯 
配布期間 2017年8月28日～9月30日 

配布 / 回収方法 配布：自治会の協力によるポスティング 
回収：郵送回収 

回収数（回収率） 1120世帯（35.42％） 

2．研究対象地 
本稿が取り上げる緑が丘地区は、三木市南部の神戸市北区と

の境界線に位置し、主に神戸市と三木市中心部へ通う人々のベ

ッドタウンとして開発された。また神戸電鉄粟生線の緑が丘駅

を有し神戸方面へとつながっているが、中心部である三宮・元

町には直結していない。 
緑が丘地区は、民間企業

によって高度経済成長期の

1971年に開発された戸建を
中心とした住宅地である。

なお緑が丘駅前は近隣商業

地域に指定されているが、

主な商業集積は緑が丘地区

のサンロード商店街及びコ

ープこうべ周辺と隣接する

志染町青山地区のイオン青

山周辺にある（図－1）。なお
1995年には既に人口減少が
始まっており、高齢化率は

2015年の時点で39.6%であった。 

3.購買傾向 
 本章では、日用食料品・日用品の購買傾向を比較する。はじ

めに日用食料品の購買頻度と主な利用店舗の立地場所を整理

し、次に日用品を含む各種購買において主に利用する店舗の傾

向と立地場所を確認する。そして最後に近年利用者が増加して

いるインターネットを介した購買の利用傾向を見る。 
日用食料品の購買頻度は、各世帯で最も該当する頻度を回答

してもらった（図－2）。どの世帯も週に複数回買い物に出かけ
る比率が最も高

い。しかしながら

高齢世帯に比べ、

DEWKS が約 20
ポイント、共働き

夫婦が約 10ポイ
ント低く、休日の

購買や共同購入などの利用率が高くなっている。DEWKSは、
おおよそ 5世帯中 1世帯が共同購入などを利用する傾向にあ
り、また休日に買い物に出かける傾向も15.8％と高齢者リタイ
ア世帯の数値を上回っている。一方で共働き夫婦では、共同購

入などを利用する比率が11.1％と全世帯中最も低いが、休日で
の購買傾向は、19.4％と全世帯中で最も高くなっている。こう
した傾向は、どちらの世帯も高齢リタイアと比較して平日に買

い物に充てられる時間が少なく、また DEWKS においては子
供の対応をしなくてはいけない分、共同購入を利用する傾向が

強まっているのではないかと推察される。 
 次に各世帯が日用食料品の購買時に利用する主な店舗の立

地場所を確認する（図－3）。なお本設問においては、複数回答

図－1対象地概要 

図－2日用食料品の購買頻度 

志染町青山地区

緑が丘町地区

神戸電鉄
緑が丘駅

サンロード商店街
コープこうべ

イオン三木青山

N

主要幹線道路

地
域
内
主
要
幹
線
道
路
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性とした。その結果、どの世帯も居住地域内もしくは隣接地域

（志染町青山地区）の店舗を利用する傾向が強い。しかしなが

ら高齢リタイアと比較して最も差異が現れている点が、この二

箇所である。DEWKSは、居住地域内の店舗利用が36.8%と相
対的に低く、主に居住地域内よりも隣接地域を活用している傾

向がうかがえる。反対に共働き夫婦は、隣接地域の利用率が

42.5％と低い傾向にあるのに対し、居住地域内の店舗利用は
65.8％となっている。また全体的な比率は低いが、ロードサイ
ドの店舗利用がDEWKSと共働き夫婦において 20％強となっ
ており高齢リタイアより高い比率を持つ。また共働き夫婦に限

るが、都市部の店舗を利用する傾向が他の世帯構成よりも高く、

約10世帯に1世帯の割合で利用する。 

図－3日用食料品の主な購買場所（複数回答） 
日用品を含む各種店舗の利用場所の傾向は、表 2 にまとめ
る。各行における太字が 3 世帯構成の中で最も高い比率を表
しており、また高齢リタイアと他 2 世帯の利用率の差異を表
の右側に算出した。その結果、DEWKSと共働き夫婦に関係な
く、衣料品店と書店を除いた各種店舗を居住地域内で利用する

比率は他の場所よりも高いが、総じて高齢リタイアが相対的に

地域内の店舗をより活用している。実際に高齢リタイアとの利

用率の差は、共働き夫婦のケーキ屋・和菓子屋の利用率を除い

てマイナスの傾向にあり、多いところで30ポイント以上の差
が出ている。 
居住地域内を利用している高齢リタイアに反して、ロードサ

イドや都市部の店舗は主に DEWKS と共働き夫婦が利用して
いる。どちらも都市部よりロードサイドの店舗を利用する比率

のほうが高い。しかしながら相対的に DEWKS が共働き夫婦
よりロードサイドを利用する傾向にあり、一方で都市部の店舗

利用率は共働き夫婦が全ての店舗で最大値を 
食料品とその他生活用品の購買におけるインターネット販

売の利用率を確認した（図－4、図－5）。その結果、総じて高
齢リタイアと比べて他世帯構成のネット販売利用率が高い。 

食料品購買に

おけるネット利

用率は、高齢リタ

イアの 80％強が
利用しないと回

答しているのに

対し DEWKS と
共働き夫婦の

50％弱は利用す
る傾向にあり、

DEWKS で は

32.1％が、共働き
夫婦では20.5％が
月に最低でも一

回はネットを活

用している。 
DEWKSと共働
き夫婦は、食料品

以上にその他生

活用品の購買に

おいてネット販

売を活用してい

る。利用しないと

回答している世

帯の割合は、高齢

リタイアでは

71.9％と高いが、
DEWKS で は

20％弱、共働き夫
婦では 40％弱と
低い比率となっ

ている。特に

61.4％のDEWKSは月に一回以上利用すると回答しており、共
働き夫婦と比較してもネット販売を活用する比率は高い。 

4．外食傾向 
 本章では、各世帯構成における家族・個人や友人・知人との

外食傾向を明らかにする。はじめに家族や個人、次に友人・知

人との外食頻度を確認し、次に主な外食場所の傾向を比較した。

そして最後に飲食店の種類別の主な利用場所を明らかにする。 
 家族・個人での外食頻度は、高齢リタイアとその他世帯構成

とで大きく異なる（図－6）。高齢リタイアの約 80％がほとん
ど外食しないと答えているのに対し、DEWKS の約 65％、共
働き夫婦の約 75％は平日もしくは休日に外食をすると回答し
ている。なおどちらの世帯構成においても週に複数回外食をす

るよりも休日に外食すると回答した比率が大きく、半数以上が

その傾向にある。 
 友人・知人との外食傾向では、家族・個人との外食と比べる

と、DEWKSも共働き夫婦もほとんど外食しないとする割合が
70％弱と高い（図－7）。しかしながら高齢リタイアでは、約

図－5ネットでの購買頻度（その他） 

図－4ネットでの購買頻度（食料品） 

表－2購買施設の主な利用場所 

A
n=371

B
n=57

C
n=73

差
(B-A)

差
(C-A)

パン屋・ベーカリー 26.1% 28.1% 21.9% 1.9% -4.2%

ケーキ屋・和菓子屋 29.6% 17.5% 16.4% -12.1% -13.2%

普段着を買う衣料品店 15.9% 5.3% 9.6% -10.6% -6.3%

文房具・雑貨店 17.8% 5.3% 16.4% -12.5% -1.4%

書店 28.0% 14.0% 17.8% -14.0% -10.2%

パン屋・ベーカリー 67.1% 47.4% 61.6% -19.7% -5.5%

ケーキ屋・和菓子屋 59.8% 50.9% 61.6% -9.0% 1.8%

普段着を買う衣料品店 49.6% 12.3% 13.7% -37.3% -35.9%

文房具・雑貨店 66.0% 45.6% 39.7% -20.4% -26.3%

書店 12.9% 8.8% 8.2% -4.2% -4.7%

パン屋・ベーカリー 4.6% 21.1% 9.6% 16.5% 5.0%

ケーキ屋・和菓子屋 6.7% 22.8% 12.3% 16.1% 5.6%

普段着を買う衣料品店 25.6% 52.6% 39.7% 27.0% 14.1%

文房具・雑貨店 11.9% 33.3% 23.3% 21.5% 11.4%

書店 38.0% 49.1% 37.0% 11.1% -1.0%

パン屋・ベーカリー 0.5% 1.8% 4.1% 1.2% 3.6%

ケーキ屋・和菓子屋 2.7% 7.0% 8.2% 4.3% 5.5%

普段着を買う衣料品店 5.9% 21.1% 27.4% 15.1% 21.5%

文房具・雑貨店 2.7% 14.0% 16.4% 11.3% 13.7%

書店 13.7% 19.3% 24.7% 5.6% 10.9%
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90％がほとんど
外食しないと回

答しており、他の

世帯構成は、相対

的に見て外食す

る傾向にあると

言える。 
 家族・個人での

主な外食場所の利

用率は、図－8 に
まとめる。世帯構

成に関係なく、ロ

ードサイドの店舗

の利用率が最も高

い。しかしながら

高齢リタイアと比べてDEWKSは20.3％、共働き夫婦は13.3％
高い。またDEWKSは、居住地域内の店舗を除き、ロードサイ
ド以外の場所の利用率が 20％前後あり、総じて利用する傾向
にある。一方で共働き夫婦では、家の近くの店舗と都市部の店

舗の利用率が20％前後あるが、その他二箇所の利用率は10％
以下と低い。共働き夫婦よりも DEWKS のほうが複数の場所
を使う傾向にある。なお居住地域内の商店街の店舗利用率は総

じて低いが、家の近くの店舗の利用で見るとDEWKSが16.5％、
共働き夫婦が9.7％ほど高齢リタイアの利用率よりも高い。 

図－8個人・家族での主な外食場所（複数回答） 
友人・知人との外食場所は図－9にまとめる。全世帯構成に
おいて 4世帯に 1世帯以上がロードサイドの店舗を利用する
のに対し、都市部の店舗を利用する傾向は、高齢リタイアの

15.9％と比べ DEWKSと共働き夫婦は 25％前後を保持してい
る。実際、都市部店舗の利用における高齢リタイアとの差異は、

DEWKSで 12.2％、共働き夫婦で 8.8％となる。その他の場所
の利用率では大きな違いが見受けられないが、隣接地域（志染

町青山）の店舗の利用では高齢リタイアが他の世帯構成を上回

る。なお家の近くの店舗の利用率では、DEWKSのみ10%以上
であり、高齢リタイアの利用率との差が6.1％となる。 

図－9友人・知人との主な外食場所（複数回答） 
各世帯構成にお

ける飲食店の種類

別の主な利用場所

を表－3 にまとめ
る。利用しないと

する回答は、

DEWKS、共働き
夫婦の両者におい

て高齢リタイアよ

りも 10％以上低
い。しかしながら

居住地域内でそれ

ら飲食店を利用す

る傾向は、居酒屋・

バーをのぞいて高

齢リタイアのほう

が強く、DEWKSと共働き夫婦は比較的外部の店舗を利用して
いる。実際にロードサイドの店舗の利用率では、カフェとレス

トラン・食堂においてDEWKSが、居酒屋・バーにおいて共働
き夫婦が最大値となり、高齢リタイアと比べても 10％以上高
い。都市部ではその傾向が逆転し、カフェとレストランは共働

き夫婦が、居酒屋はDEWKSがより利用している。 

5．生活サービス施設の利用 
日用品の購買と外食傾向に加えてその他の生活サービス施

設の利用傾向も整理する（表－4）。スポーツジムは、全世帯構
成を通して利用しない傾向にある。また DEWKS と共働き夫
婦は、趣味などの教室を利用しない比率が半数を超えており、

図－6個人・家族での外食頻度 

図－7友人・知人との外食頻度 

表－3飲食店の主な利用場所 

A
n=371

B
n=57

C
n=73

差
(B-A)

差
(C-A)

カフェ 60.9% 40.4% 41.1% -20.6% -19.8%

レストラン・食堂 30.7% 15.8% 17.8% -14.9% -12.9%

居酒屋・バー 79.5% 35.1% 47.9% -44.4% -31.6%

カフェ 21.6% 10.5% 19.2% -11.0% -2.4%

レストラン・食堂 28.3% 17.5% 15.1% -10.8% -13.2%

居酒屋・バー 10.5% 28.1% 16.4% 17.6% 5.9%

カフェ 11.6% 33.3% 19.2% 21.7% 7.6%

レストラン・食堂 31.0% 52.6% 42.5% 21.6% 11.5%

居酒屋・バー 2.2% 12.3% 12.3% 10.1% 10.2%

カフェ 4.0% 14.0% 17.8% 10.0% 13.8%

レストラン・食堂 7.8% 10.5% 19.2% 2.7% 11.4%

居酒屋・バー 6.2% 24.6% 17.8% 18.4% 11.6%
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高齢リタイアと比較して高い。 
居住地域内の施

設を利用する比率

は、クリーニングを

除いて高齢リタイ

アが最も高い。特に

美容院や趣味など

の教室の利用率に

おいては、他の世帯

構成と 20％弱から
30％弱ほどの違い
がある。ロードサイ

ドの店舗を利用す

る傾向は、各世帯構

成により異なる。

DEWKSは美容院を
利用する傾向が他

世帯構成より強く、

共働き夫婦は医療

施設を利用する傾向がある。なお都市部で生活サービス施設を

利用する傾向は、総じて低い。しかしながら共働き夫婦が全て

の施設項目で最大値を保持しており、美容院と趣味などの教室

に関しては11％の利用率を有している。 

6．まとめ 
本稿では郊外住宅地におけるアンケート調査から、共働き世

帯（DEWKSおよび共働き夫婦）の日常的な生活行動特性を明
らかにした。その結果、以下のような世帯ごとの特徴と共通点、

高齢者層との差異が確認された。 
〔DEWKSと共働き夫婦の共通点〕 
・高齢リタイアと比べて休日に食料品を購入することが多く、

食料品以外の購買施設は居住地域外を主に利用する。 
・2割以上は食料品の購入にロードサイド店舗を利用する。 
・5割以上が休日に個人や家族と外食しており、主にロードサ
イドを利用する。 
・3割以上が友人・知人と外食しており、主にロードサイドと
都心の飲食店を利用する。 
・スポーツジムは、あまり利用されない。また美容院や趣味を

習う教室は居住地域外の施設を主に利用する。 
〔DEWKS〕 
・他世帯構成以上に共同購入・宅配購入を利用する。 
・食料品の購買では隣接地域を最も利用するが、居住地域内の

店舗の利用率は高齢リタイアと比べても低い。またインターネ

ットの購買も月に1回以上で利用する傾向が強い。 
・その他購買では、ロードサイドを他世帯構成より利用する。

また8割以上がインターネットを利用し購入する。 
・2割程はロードサイド以外の場所でも個人・家族と外食する。 
・1割ほどは家の近くで友人・知人と外食する。 
・カフェとレストランは主にロードサイド、居酒屋は居住地域

内か都市部の店舗を他世帯構成よりも利用する。 

・他世帯構成と比べて美容院はロードサイドを利用する。 
〔共働き夫婦〕 
・食料品の購買では居住地内の店舗を最も利用しており、1割
は都市部の店舗、2割は月に1回以上の頻度でインターネット
販売も利用する。 
・その他購買では他世帯構成よりも都市部の店舗を利用し、6
割以上がインターネットを利用して購入する。 
・個人・家族との外食ではロードサイド以外に都市部と家の近

くの店舗を利用する。 
・カフェとレストランは主に都市部、居酒屋はロードサイドの

店舗を他世帯構成よりも利用する。 
・他世帯構成と比べて医療施設をロードサイドで利用してお

り、また1割強は都市部の美容院や趣味の教室を利用する。 
 共働き世帯は、総じて主な高齢者層と比べて食料品の購買や

外食における選択肢が多く、居住地外のロードサイドや都市部、

そしてインターネットを活用している。しかしながら外食する

際には居住地内や隣接地域の店舗を高齢者層より利用してお

り、外食頻度も高い。また DEWKS が主にロードサイドを活
用する傾向を持つのに対し、共働き夫婦は都市部も利用する傾

向が伺えた。 

7．終わりに 
 日常的な生活においても共働き世帯は高齢者層と異なって

おり、これからの郊外住宅地を考える際に高齢者のみに着目し

た機能に終始してしまっては共働き世帯の方々のニーズを取

りこぼすことにもなりかねない。購買においてもネット利用率

が高いことや高齢者以上に外食の頻度が高いことなどからも

地域内の施設機能を考える際に違う視点が必要になると言え

る。なお本調査は基本的な日常生活に着目したため、地域コミ

ュニティとの関わりなどにおける共働き世帯の行動傾向は、今

後の課題として残る。 
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表－4生活サービス施設の主な利用場所 

A
n=371

B
n=57

C
n=73

差
(B-A)

差
(C-A)

クリーニング店 33.4% 29.8% 19.2% -3.6% -14.2%

美容院・理髪店 12.7% 5.3% 4.1% -7.4% -8.6%

医院・診療所 6.2% 1.8% 4.1% -4.4% -2.1%

スポーツジム 84.9% 91.2% 82.2% 6.3% -2.7%

趣味や習い事の場 44.5% 59.6% 57.5% 15.2% 13.1%

クリーニング店 62.3% 64.9% 65.8% 2.6% 3.5%

美容院・理髪店 80.6% 50.9% 58.9% -29.7% -21.7%

医院・診療所 60.4% 57.9% 43.8% -2.5% -16.5%

スポーツジム 10.0% 3.5% 5.5% -6.5% -4.5%

趣味や習い事の場 41.8% 22.8% 17.8% -19.0% -24.0%

クリーニング店 1.9% 5.3% 9.6% 3.4% 7.7%

美容院・理髪店 4.9% 35.1% 19.2% 30.2% 14.3%

医院・診療所 24.0% 26.3% 34.2% 2.3% 10.3%

スポーツジム 3.5% 1.8% 2.7% -1.7% -0.8%

趣味や習い事の場 8.6% 10.5% 11.0% 1.9% 2.3%

クリーニング店 0.3% 0.0% 2.7% -0.3% 2.5%

美容院・理髪店 0.5% 5.3% 11.0% 4.7% 10.4%

医院・診療所 2.2% 3.5% 4.1% 1.4% 2.0%

スポーツジム 0.0% 3.5% 6.8% 3.5% 6.8%

趣味や習い事の場 1.6% 5.3% 11.0% 3.6% 9.3%
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公的賃貸住宅が内包する課題について
－ 大阪府住宅供給公社・茶山台団地居住者アンケート調査より － 

武庫川女子大学大学院生活環境学研究科 玉井 香里 
 武庫川女子大学大学院生活環境学研究科教授  三好 庸隆 

1. 背景と目的
わが国では戦後、高度経済成長期の都市の人口集中への

対応のため、日本各地に住宅団地が建設された。昭和 30
年代以降に建設された住宅団地は、建物の老朽化、空き家

の増加、居住者の高齢化、若年層の流出等、さまざまな課

題を抱えている。 

本研究は、平成30年1月に茶山台団地で大阪府住宅供給
公社（以下府公社と表記）と武庫川女子大学三好庸隆研究

室、特定非営利活動法人SEINが共同で実施した「暮らしに

ついてのアンケート」の結果から、公的賃貸住宅の居住者

がどのようなことに関心を持ち、どのようなことを不安に

感じているかを明らかにし、都市の中での公的賃貸住宅の

これからの在り方について考察するものである。 

2. 既往研究 
公的賃貸住宅に関する既往研究としては、団地マネジメ

ントの視点から居住者の地域参加意識について調査した水

野らの研究 1）、UR賃貸住宅団地について5年に1回調査を
行っているアンケート結果を基にした牛山らの研究 2）3）は

あるが、居住者がどのようなことに関心を持ち、生活する

上でどのようなことを不安に感じているかを明らかにした

研究は見られない。

3. 調査対象の概要
茶山台団地は、泉北ニュータウン内の公的賃貸住宅団地

である。泉北ニュータウンは、公的賃貸住宅が総住宅の

49.9%と約半数を占めている地域である（図1）。
茶山台団地は、緑豊かな自然環境に恵まれた丘陵地に位

置し、最寄り駅から徒歩十分圏内という利便性の高い団地

であるが、泉北ニュータウンの中でも空き家率が高い団地

の一つである 4）。図2に最寄り駅の泉ヶ丘駅周辺地図を示
す。団地の配置図を図3、概要を表1に示す。

図1. 住宅種別ごとの割合
（平成27年度泉北ニュータウン空き家調査より） 

 図2. 泉ヶ丘駅周辺地図

 N 

 図3. 調査対象の団地の配置図   0  50  100m  

表1 調査対象の団地の概要

名 称 府公社茶山台団地 A団地

所在地 堺市南区茶山台2丁目

竣 工 1970年（昭和45年）

建物構造 
鉄筋コンクリート造5階建

壁式構造5階建

住棟数 29棟

総戸数 981戸

コノミヤ 

泉北高島屋 

ジョイパーク 

府公社茶山台団地 

緑地 

緑地 
緑地 

   茶山台

団地中心に半径

800m圏内の範

囲を示す 

凡例 

N 

0  200m 
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4. 調査の概要
調査は、大阪府住宅供給公社茶山台住宅団地を対象に、A
団地の全居住者対象にアンケートを行った。アンケート調

査の概要を表2に示す。
表２ 調査概要 

調査対象 世帯主もしくはそれに準ずる居住者 

調査期間 平成30 年1 月20 日～1 月31 日 

配布数 有効回収数 回収率 

800 票（1） 249 票 31％

 アンケートでは、①団地再生の取り組み等について②

DIYについて③地域の活動や日常生活での行動・困りごと
について④住まいに関する意向と今後の住まい方について

の居住者の意見の調査を行った。④は公的賃貸住宅居住者

の居住意識に関する研究５）で報告し、本論文は①と③につ

いて報告する。 

5. 調査結果
世帯主の年齢は、70代以上が47％、60代が23％、50代
が 11％、40代が 10％、20～30代が 9％で高齢化が進んで
いることがわかる。（図4） 

図4. 世帯主の年齢層 
府公社では、団地内の空地や空き家等を活用して地域に

求められる施設サービスの導入と住民参加型の団地再生に

関する活動を検討している。その中で居住者が興味のある

もの、関わってみたいものについて質問を行った。「配食や

買い物支援・見守りサービスなど」が87件という回答が一
番多く、続いて「親族など来客者向けの宿泊施設」が 79
件、「軽食を提供する食堂・カフェ」が76件、「多世代が気
軽に集える交流サロン」が65件と続いており、特に食に関
する項目が上位にあがっている（図5）。 
団地再生事業で取り組むべき内容について質問したとこ

ろ、「高齢者が住みやすい住宅づくり」が169件、「家賃の
安さ」が 129 件、「医療・看護・介護サービスの充実」が
103件、「子育て世帯が住みやすい住宅づくり」が87件、「見
守り・配食・買い物支援など生活支援サービス」が80件、
「物販・飲食など利便施設の充実」が70件となっており、
ここでも食に関する項目があがっている（図6）。
購買活動について「普段購入する食料品はどこで購入す 

ることが多いですか」と質問したところ、「コノミヤ」「高

島屋・パンジョ」、「ジョイパーク」という順になっており

駅周辺の店舗が多いことがわかる（図2）（図7）。
買い物に行くときの手段は何ですか、と質問したところ

「徒歩」が178件、自家用車が121件、バスが58件、自転
車が27件、オートバイが19件と続いており、団地から駅

まで緩やかではあるが高低差があることから、自家用車や

バスを利用している人が多いことがわかる（図8）。
生活するうえで不安に感じることについて質問をしたと

ころ、一番多かった回答は、「災害時への備えや避難に関す

ること」で68件、「健康面への不安があること」で64件、
「介護に関すること」55 件と続いており、「買い物や通院
への移動手段」への不安もあがっている（図9）。 

図5. 空地・空き家活用で興味のあるものN=555 複数回答）

図6. 団地再生事業で取り組むべき内容(N=824 複数回答) 

図7. 購買活動について（N=695 複数回答) 

図8. 買い物に行くときの手段（N=438 複数回答) 
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図9. 生活するうえで不安に感じること（N=513 複数回答）
 困っている方に対して、少しでも手伝えること、そのこ

とに関して持っている資格について自由記述形式で質問し

たところ、こどもの世話、子ども食堂の手伝い、通学の見

守りなど子どもに関するものから買い物代行、ゴミ出しの

他、日常の生活のお手伝いができるという回答があった。

また、資格についてはヘルパー、介護福祉士、看護師、保

育士の資格を持っているという回答があった（表3）。この
ような居住者が、自分の空き時間を活用して助け合いがで

きるようなしくみづくりを行えば、コミュニティビジネス

として成立する可能性があると考えられる。 

表3 手伝えること・持っている資格

手伝えること 資格 

子どもの世話 ヘルパー 

子ども食堂の手伝い 介護福祉士 

通学の見守り 看護師 

買い物代行 保育士 

ｲﾝﾀーﾈｯﾄでの買い物の指導 くもんの英語教師 

ゴミ出し 調理師 

散髪 美容師 

電球等の交換 自転車整備士 

掃除・洗濯 自転車技士 

日常の生活のお手伝い 

 地域の活動について、地域内外で実施されている地域住

民が自ら行う活動、事業に対する「あなたにとっての重要

度と満足度」について各質問項目を1から5までの5段階
で記入をして貰い、平均値を算出し「重要度（高）満足度

（高）」「重要度（高）満足度（低）」「重要度（低）満足度

（高）」「重要度（低）満足度（低）」の4つのグループに分
類した。「広報誌や回覧板など地域内での情報共有」「子育

て中の保護者同士の関わり」に関しては重要度が高く、満

足度が高かった。茶山台団地では集会所を有効活用し「茶

山台としょかん（2）」を運営している。子どもを中心とした 

住民の交流の場として機能しており、そこで子育て中の若 

年層の居住者のコミュニティが出来つつあると思われる。 

図10. 地域活動についての重要度と満足度

横方向は「重要度」の平均ラインを示し、縦方向は「満足度」の平均ラインを示す 
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「見守りや家事支援など生活支援」、「日常的に必要な物の

買い物の支援」は重要度が高いが満足度が低いことから、

今後の対策が必要と考えられる（図10）。
6. まとめ
茶山台団地のある泉北ニュータウンは、公的賃貸住宅が

約半数を占める地域である。茶山台団地は緩やかな丘陵地

に位置し、最寄り駅である泉ヶ丘駅から徒歩10分圏内で交
通の便が良い地域であるが、泉北ニュータウン内でも空き

家率が高い団地である。 

アンケート結果より、茶山台団地の居住者は、60代以上
が70%で高齢化が進んでいることがわかる（図4）。
府公社が検討をしている空き家活用について、関心のあ

るもの・関わってみたいものの中で一番多かった項目は、

「配食や買い物支援・見守りサービスなど」であった（図

5）。団地再生事業として多かった項目は、「高齢者が住みや
すい住宅づくり」「医療・看護・介護サービスの充実」「見

守り・配食・買い物支援など生活支援サービス」の順とな

っており、ここでも食に関する項目があがっている（図6）。 
購買活動について食料品の購買について質問したところ、

泉ヶ丘駅周辺の店舗で買い物をしている居住者が大多数を

占めていた（図7）。買い物に行くときの手段は、178件が
徒歩で、自家用車・バスが179件となっており、団地から
駅周辺まで高低差があることから、自家用車やバスを利用

している割合が多いことがわかる（図8）。
生活する上で不安に感じていることは、「災害時への備え

や避難に関すること」が最も多く、「健康面への不安がある

こと」、「介護に関すること」と続いており、「買い物や通院

への移動手段への不安」も項目としてあがっている（図9）。 
困っている方に対して、少しでも手伝えること、それに関

する資格について質問をしたところ、子育てに関すること、

買い物の手伝い等ができるという回答があり、ヘルパー他

さまざまな資格を持っている居住者がいることがわかった

（表3）。このような居住者が自分の空き時間を活用し助け
合いができるようなしくみづくりができれば、コミュニテ

ィビジネスとして成立する可能性があると考えられる。そ

れを実現できれば、茶山台団地はより住みやすい団地にな

っていくのではないか。 

 地域内外で行われている活動で、地域住民が自ら行う活

動、事業に対する重要度と満足度について質問を行ったと

ころ、「広報誌や回覧板など地域内での情報共有」、「子育て

中の保護者同士の関わり」に関しては重要度が高く、満足

度が高かった。茶山台団地では2015年から集会所を有効活
用し「茶山台としょかん」を運営しており、新たに入居し

た子育て世帯のコミュニティができつつあると思われる。

「見守りや家事支援など生活支援」、「日常的に必要な物の

買い物の支援」について重要度が高く、満足度が低かった

（図10）。
 以上のような結果から、高齢化が進む茶山台団地では、

特に高齢者が住みやすいまちづくりが望まれていることが

わかる。特に配食や買い物支援については、今後対策して

いくべき重要な課題といえるであろう。茶山台団地では、

アンケート結果を踏まえ、空き家を活用したお惣菜カフェ

を計画しており、高齢者の食事や買い物の問題が少しでも

解消されることが期待される。また、団地内の居住者だけ

でなく、周辺住民にも利用してもらうことで、地域のコミ

ュニティの場となることも考えられる。また多くの居住者

が災害時の不安を感じていることから、防災組織を整備す

る必要があると思われる。自治会活動等に消極的な居住者

が多いことが問題になっている。今一度、防災組織と自治

会組織の役割や必要性について検討する必要があると思わ

れる。 

【補注】 

(1) 総戸数－配布数は空き家で、平成29年度の配布数が平
成27年度よりさらに減っているのは、第16棟（40戸）
を計画空き家としたことによる。

(2) 府公社が管理する居住者のコミュニティスペース。
2015年に団地再生事業として誕生した。
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明治-昭和期の随筆にみる京都の風物に関する研究 

京都大学大学院工学研究科	 	 田中	 椋	

京都大学大学院工学研究科	 	 山口	 敬太 
京都大学大学院工学研究科	 	 川崎	 雅史	

1. はじめに

1.1. 研究の背景と目的 
京都市は、京都の優れた町並みや景観を維持するため、建築

の形態意匠や屋外広告物の規制誘導、建築物の高さ制限等を行

っており、これらの政策は京都の景観を保全継承する上で大き

な役割を果たしている。一方で、生活様式の変化や過度の観光

商業化が、京都本来の町の雰囲気や風物に影響を与えている面

もある。従来の景観政策の範疇にない「京都らしさ」について

検討し、その本質的な価値のありかたを探る必要がある。 
一方、近代化に邁進した京都においても、急激な近代化によ

り京都らしい風物が失われることが問題視されたことが伺い

知られる。近代化以前の風物、風景を知り、変容していく京都

の姿を目の当たりにした人々は、いかなる「京都らしさ」を捉

えていただろうか。 
そこで、本研究では、明治-昭和初期の京都に関する随筆を
資料として用い、文人たちが捉えた「京都らしさ」の認識を明

らかにするとともに、その風物の型を示すことを目的とする。 
1.2. 研究の位置づけ 
文学作品を分析対象として景観の価値認識を捉えたものと

して、池田ら 1)は芥川賞受賞作品群から自然景観イメージの変

遷、青木 2)は著書の主題や趣旨から風景理解の変遷を、定量的

な分析を交え時間軸の中で把握している。また、湯本 3)や西田
4)は紀行文の記述中の景観表現を定性的に捉えている。山口ら
5)は近世の紀行文の分析を通じて多様な風景の鑑賞態度と認識

の重層性を論じている。しかし、京都の風物について随筆を用

いて分析したものは管見では見られない。本研究では先行研究

の分析手法をふまえつつ、随筆を対象として京都の風物に関す

る分析を行う。 

2. 研究の方法

2.1. 研究の対象 
本研究では、明治から昭和初期に執筆された京都に関する随

筆30 編を対象とする。具体的には『現代日本紀行文学全集 西
日本編』6)中の随筆のうち京都市内を主な対象としているもの、

『鴨川風雅集』7)中の随筆のうち風景に関する記述が十分見ら

れたものをまずは分析対象とした。『鴨川風雅集』中の短編随

筆のうち一部抜粋されたものは、原作を対象とした。加えて、

同時代の随筆のうち『をりにふれて』8)、『青春物語』9)を追加

した。短編随筆集は京都の風物に関する記述として十分に認め

られる記述のみを抽出した。また、本研究では京都の市街地の

風物に注目し、宇治や大原、特定の寺院の庭園に関する記述は

対象としなかった。 
2.2. 研究の構成 
対象随筆中の記述から風景に関する記述部分を抽出して分

析を行った。得られた記述から、京都らしさについて直接的に

言及しているものを「直接記述」、特定の風景体験を記述して

いるものを「風景描写」とし、それぞれについて分析を行った。 
研究の構成は、3章では直接記述に示された内容を質的に分
析し、当時意識されていた「京都らしさ」を構造的に把握した。

4章では風景描写からその風景の要素および性質を、テキスト
マイニングを利用しながら整理し、帰納的に京都の風物分析を

行った。 

3. 直接記述にみる「京都らしさ」

3.1. 分析方法 
まず、京都の風景に関する記述のうち、それが京都らしい、

京都の代表的なものであるとして評価、言及している記述を抽

出し、分析を行った。 
例として、永井荷風の記述 10)とその構造分析の概要を示す。

ここでは、「京都に来って初めて覓め得べき日本固有なる感覚

の美の極致」という表現を、日本の美意識が凝結した京都なら

ではの感覚であり京都らしさを意味していると捉えている。こ

のように京都らしさを表現していると認められる記述がある

場合、その記述が指示する内容及び表現を京都らしさの直接記

述として抽出した。この方法で抽出した直接記述の内容を前後

の文脈または具体例を踏まえて解釈し、代表的なものをその内

図-1	 直接記述の分析例 

表-1 対象随筆 
番
号
随筆集 随筆名 著者 年 備考

1 絵画としての京都の山水 堀江松華 1902 作家．
2 平安城 藤岡作太郎 1905 国文学者，東京帝国大学で教鞭をとる．
3 出町のほとり 永井荷風 1910 同上．三度目の京都訪問．
4 涼しき灯 高谷伸 1920 劇作家．
5 京の夏 近松秋江 1923 自然主義の小説家，情痴文学．
6 高瀬川筋 田中善之助 1928 洋画家．
7 木の葉
8 美しき日
9 御室
10 しめぢ茸
11 寂黙の山
12 静寂
13 大日枝の山
14 旧都*
15 祭
16 旧都の味わい* 不明

17 京に着ける夕 夏目漱石 1910
余裕派の小説家，以前にも交友の深かった正岡
子規と京都を訪れているがこの随筆中の京都訪
問では正岡は亡くなっている．

18 京阪見聞録 木下杢太郎 1910 詩人，劇作家，医学者．パンの会を結成し永井
や谷崎が顔を出す．

19 京都 蒲原有明 1911 詩人，薄田泣菫とともに時代を築いた．

20 朱雀日記 谷崎潤一郎 1912 耽美派の小説家，長田幹彦と友人でありパンの
会で見出される．京都に来るのはこのときが初め

21 十年振 永井荷風 1922
小説家，パンの会に参加し谷崎を見出す．慶応
義塾大学で教鞭をとる．京都に来るのはこの時が
四回目．

22 京洛日記 室生犀星 1934 詩人，小説家．京都に来るのは初めて．
23 紀行 京都より* 島村抱月 1912 詩人，小説家．自然主義．
24 島原
25 葵祭
26 鴨川*
27 秋風
28 京阪流連時代のこと

29 神経衰弱症のこと、並び
に都落ちのこと

30 をりに
ふれて

祇園の枝垂桜 九鬼周造 1936 哲学者，京都帝国大学で教鞭をとる．

*はその全部または一部が鴨川風雅集に掲載されていたもの

鴨川
風雅
集

表-1　対象随筆

青春
物語

谷崎潤一郎 1933 同上．朱雀日記時代を振り返って書かれている．

祇園 長田幹彦
1912-
1917

小説家，耽美的作風で谷崎潤一郎と交友があっ
た，「祇園もの」で情話作家としても確立した．

薄田泣菫

1903

象徴派詩人で蒲原有明とともに時代を築いた，
落葉は京都在住時代を記念する第一の随筆集．1907

現代
日本
紀行
文学
全集
西日
本編

落葉
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容で類型化した。 
3.2. 結果 
本研究では、京都らしさに関する直接記述として、37 の内
容及び表現を抽出した。それをその内容によって類型化すると、

(1) 生きた歴史文化の重要性（10つ）、(2) 自然が特に綺麗で繊
細であること（7つ）、(3) 自然の季節・時間による表情の変化
（5つ）、の3つの型を得た。 
「生きた歴史文化の重要性」については、多くの筆者が京都

の自然を「山紫水明」として、その美しさを広く評価した。と

はいえ、例で示したように、自然美にとどまらず、自然美と、

宗教や風俗といった歴史文化との「美妙神秘なる芸術的調和」

を「日本固有なる感覚の美の極致」として京都の風景に見出し

ていた。京都の自然美を背景に歴史文化を眺めることで、より

深い風趣・美を感じていた。そこには、流れや木々の擦れる音

と読経の声との音響的な調和や、自然と女性の着物との色彩的

な対比がみられた。 
また、宗教と風俗の代表として僧と妓が示されているが、彼

らは宗教や風俗が人々の生活に息づくために重要な役割を果

たしている。僧がいることで、宗教や寺院建築の歴史が遺産と

してではなく、信仰として人々の生活の中に生き続く。芸妓が

いることで、色里のただ古めかしい町並みが娯楽の地として

人々が集う場となる。 
「自然が特に綺麗で繊細であること」については、京都は水

が澄んでいて、自然も「華麗幽婉 11)」で繊細であることが述べ

られた。 
「自然の時間帯・季節による表情の変化」については、山に

囲まれ空気が水蒸気を多く含むために 1 日の中で光の加減に
よって自然が見せる表情が豊かに変化すること、四季の交代が

明瞭でそれぞれの季節の表情が美しく、人々はその変化を楽し

み生活の一部としていることが述べられた。季節ごとに様々な

祭が催されていること、平安京の時代から四季を扱う歌が多い

ことなどがその例として示された。 

3.3. 考察

分析においては記述内容を(1)〜(3)のいずれかに分類したが、
本来はその内容は相互に独立したものとして扱うべきもので

はない。複数の要素が複雑に作用しあうことで「京都らしさ」

が感受されたと考えられる。 
今回得られた直接記述からは、「京都らしさ」の1つとして、
美しく表情豊かな自然が挙げられていた。それは平安京の時代

から京都の人々に愛されており、人々はその表情の変化を歌に

詠んだり祭りに用いたりすることで、生活の中に織り込んでき

た。自然の中にも平安京以来の生活が息づいている、と考えら

れた。その古くからの空気が漂う自然の中で、宗教や娯楽、芸

術などの歴史文化を眺めることで、本来の価値を味わうことが

できる、とされた。 

4. 風景描写にみる「京都らしさ」

4.1. 分析方法 
風景に関する記述の中から、特定の場面で特定の場所から実

際に見た風景の描写を行っているものを風景描写として場面

のまとまりごとに抜き出した。それらの記述をまず、「環境」

/「要素」-「骨格」/「様態」/「評価」に構造的に分解した。例
として、谷崎潤一郎の以下の文（表-3）では、谷崎が二階座敷
におり、雨がじめじめと降る夜であることが環境として分類さ

れる。要素-骨格には、谷崎の意識が向けられている加茂川、
宮川町の色里、電燈、東山を分類し、それぞれの要素-骨格を
修飾する部分を様態とした。さらに評価としては、様態で修飾

された要素-骨格に対して、何らかの評価や比較などが行われ
ている部分を抜き出した。この例では、「太鼓、三味線、鼓の

音が川に響いて」いる「宮川町の色里」と「きらきらと水に輝

く」「電燈」の両方に対して、「賑やか,(代地を見るより) 華や
かで規模が大きい」と比較を交えながら評価をしている。さら

に「色里の後ろ,黒く朦朧と横っている」「東山」に対して「『三
十六峰煙雨中』と云う文句を考え」たという感想を表している。 
次に同様の方法で構造的に分解した風景描写に、その環境と

要素-骨格から(1) 町並み景観、(2) 夜の景観、(3) 自然景観、の
いずれかに属性を分けて附記した。(1) 町並み景観は、家並や
通り、寺社仏閣など町の風景を構成する建築物に関する記述、

(2) 夜の景観は夕暮れから夜だと分かる記述、(3) 自然景観は
山川や木々を描写している記述として、属性を分けた。その際、

(2) 夜の景観は環境から判断から、(1) 町並み景観、(3) 自然景
観は要素-骨格から判断を行った。ただし複数の属性が認めら
れた場合は、複数並列して附記した。谷崎の例では、夜の記述

であるため全てに(2)の属性を付し、加茂川と東山は自然であ
るため(3)の、宮里町の色里と電燈は(1)の属性を付している。 
分析対象とした随筆から、171 の記述を抽出、整理し、632
の要素-骨格に分解した。そのうち153が(1)、121が(2)、330が
(3)の属性を有した。 
最後に、(1)-(3)の属性ごと、主要な要素を整理・分析した。
また、各属性と要素に対し、「様態」の部分のみを抜き出して

テキストマイニングを行った。テキストマイニングには

KHcoder(3.Alpha.13g)を用い、Chasen を使用した。その際、は
じめに抽出語リストの上位50単語を確認し、適当な抽出がで
きていないものを強制抽出した。そのデータを用いて共起ネッ

トワークを、最小文書数1、最小出現数3(自然景観のみ、単語
数が多かったため 4)で作成した。作成した共起ネットワーク
を参考に、各属性に見られる性質を分析し、要素-骨格、評価
との関連を調べた。ただしこのテキストマイニングは、各属性

において関連の強い性質を概観することを目的としてのみ利

用した。 

内容 記述数 
(1) 生きた歴史文化の重要性 10つ 
(2) 自然が特に綺麗で繊細であること 7つ 
(3) 自然の時間帯・季節による表情の変化 5つ 
(4) その他 15つ 

合計 37つ 

表-2 直接記述の分類結果 

通された二階座敷の縁外には加茂川が流れて対岸は宮川町の色里である。夜になると、太鼓、三味線、

鼓の音が川に響いて、電燈の光がきらきらと水に輝く賑やかさ。百本杭から代地を見るよりも華やか

で規模が大きい。雨は相変わらずじめじめと降る。色里の後には東山が黒く朦朧と横っている。「三十

六峰煙雨中」と云う文句を考えながら、私は夜更くる迄欄干にもたれた。12)(谷崎) 

表-3	 風景描写の分析例 

(3)
( (1)

) ) (1)
- (3)

(

)
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4.2. 結果 
(1) 町並み景観

共起ネットワークからは、(A) 狭い通りの両側に家並が続い
ていること、(B) 川岸に家並が続いていること、(C) 雨の日に
は薄暗い通りは静まり返り雨の音が聞こえることが読み取れ

る。 
(A) に関係する実際の記述を見ると、「(細い路を窮屈に)両側
から仕切る,悉く黒い,戸は鎖さされている」「家」13)や「黒ずん

だ蝦色の,櫺子,両側に続き」「格子」に対して「如何にもしんみ
りした、奥床しい色里の景色である」と感想を述べているもの
14)が見られた。また、風景描写中には、同一著者の同一場面の

ものは1つと数えると「格子」という語は7つ見られたが、そ
のうち2つは寺社、4つが現役または過去の色街、1つが特に
記述のない町中(1912年)であった。また「狭い」という語も1910
年頃の描写には見られるものの、1920 年以降には昔は狭かっ
たという内容に変わっている。 

(B)では、「うららかな光が甍に輝き，対岸の」「家々」の描写
15)や「蒼茫とした暮靄が加茂の磧を罩める頃」に「(桜柳の)葉
越しに，向岸の，すっかり軒並みに燈が入って」いる「(先斗町
の)妓楼」を鴨川の夜景を構成する点景とする記述 16)が見られ

た。 
(C)では、「(雨が)蕭蕭と注ぐ，真暗」な「家並み」17)や「春雨

のそぼうる夜,島原」で「柳の樹蔭に,ほのめく」「軒行燈」が「梅
川忠兵衛の悲劇を思わせるような」光景であるという記述 18)が

見られた。このタイプの記述も色街によく見られた。 

(2) 夜の景観

共起ネットワークには、(A) 闇の中で風の音や人の声が際立
っていること、(B) 何らかの冷たさがあること、(C) 提灯の火
が赤く灯っていることが表れている。 

(A)に関する記述として、「草木も眠る丑満過ぎ」の「鴨川」
は「月光と虫の声と、短夜を嘆く流れの音ばかり」であるとい

う描写 19)や、「一面の夕闇の中から，あちらに一筋、こちらに

一筋と渦き上がって」くる「鐘の音」に「女人の恨み、若僧の

涙というような様々のロマンスが余韻を引いているのではな

いか，斯ような光景が相寄って、夕暮の京都はセンチメンタル

なものになる」と思いを巡らした記述 20)、「夜が更けて、夜半

に近くなると」「千鳥」の「河原を飛んで行く姿は見られない

が、風の寒くなるにつれて鳴く声が澄んで来る」様子を「絃歌

の声と紅い燈火とを流し去った後の冬の夜の加茂川は、やはり

この鳥を主人公にした世界である」という記述 21)が見られた。 
(B)では、「夏の夜」に「鴨川の水」に「(足を)下におろすと、
ひやりと冷たいものに触れた」ため「快く頭のさきまですきと

おらせた」体験 22)や「宵」の「月明かり」が「冷やかなる，垂

れてあたりの森にかかりぬ」様子が「被衣の如く」見えたとい

う記述 23)が見られた。 
(C)では「漸次と宵闇に掩われてゆく河岸」の「灯影」が「涙
ぐんだような，ぽつぽつと夜気に滲んで」いて「傷み易い人の

胸には一脈の淡い哀愁が拍動してくる」と感想を述べている 24)。 

(3) 自然景観

共起ネットワークでは、(A) 季節ごとの変化、(B) 夕暮れの
景色が主な要素として見られる。 

(A)では河原の木々などが新緑から青々となり冬には力なく
川風になびく様子から季節の気づきや季節ごとの風情を論じ

たものが見られた。 
(B)では、夕日を受けて紫に染められたり霞がかったりしな
がら美しくそびえる山々の様子が描写されている。 
その他に夜の景観でも示したように鳥や水の音を楽しむ記

述がみられた。さらに「巍巍として聳ゆる」「比叡山」と「潺

潺として流るる」「加茂川」が「両々相俟って其の美を発揮す

ること一層である」として、山川を１つの絵として鑑賞するよ

図-3	 夜の景観の共起ネットワーク 

Community:

Coefficient:

Frequency:

Community:

Coefficient:

Frequency:

図-4	 自然景観の共起ネットワーク 

Community:

Coefficient:

Frequency:

図-2	 町並み景観の共起ネットワーク 
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うな記述 25)も見られた。 
4.3. 考察 
(1) 町並み景観

(A)(C)からは、1910年以降狭く格子に仕切られた通りは町中
から姿を消し、色街にのみ残るものとなって行ったことが分か

る。それらの通りはしんみりしたある種の「奥ゆかしさ」を感

じさせるものであった。さらに(B)からは、川の岸辺に連なっ
ている家並が朝夕異なる趣のある「点景」としての役割を持っ

ていることが分かる。連続した家並は通りの中にのみでなく、

中景遠景としても役割を果たしている。 
(2) 夜の景観

(A)からは、夕暮れから宵にかけて物の輪郭がぼやけていく
につれて、音がある種の感情を帯びて感じられていることが分

かる。周りが見えづらい中で水の流れや鐘の音が聞こえてくる

のが京都の風景であり、その響きの中に思いを見出すのが京都

の夜の楽しみ方であると考えられる。そのためには、視覚が抑

えられ音が強調されるための「仄暗さ」と自然や歴史を想起さ

せ得る音を感じるための「静けさ」を得られる必要がある。さ

らに(C)から、夜の京都を照らす灯りは潤いのある「艶かしさ」
を持っている必要がある。 
また(B)では、夜風や鴨川の水の直接的な冷たさや、月明か
りや芸妓の表情の印象的な冷たさを得ている。 
(3) 自然景観

(A)からは山川だけでなく、町中の木々も四季を知らせる重
要な役割を果たしていることが分かった。同時に季節ごとに異

なる風情があり、生活の中で「季節感」が重要な要素となって

いる。 
(B)などから、町中から山の様子を見ることができる「眺望
性」が必要であり、奥に聳える山々と手前に流れる川とを同時

に眺めることで、「絵画性」を楽しむことができる。 

5. おわりに

本研究では、随筆中の風景に関する記述を直接記述と風景描

写について分析した。その結果直接記述からは、歴史文化が生

活に生き続けていることが重要であり、平安時代から愛され続

けてきた京都の自然のもとで生きた歴史文化を味わうことで

京都本来の空気を感じることができることが分かった。また、

風景描写からは(1) 町並み景観、(2) 夜の景観、(3) 自然景観に
分け、それぞれの風趣を作り上げる性質を実際の記述から分析

した。以下に今回取り出した「京都らしさ」の性質をまとめた。 
今後、京都の景観を考える上で、京都らしさの形骸化を防ぎ

京都の風物を守り受けつぐための、１つの手がかりとしたい。 
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大阪府下における路面電車の遺産的価値に関する研究

大東建託株式会社 中野 恵一 
近畿大学理工学部社会環境工学科 岡田 昌彰 

１．はじめに 

近年，次世代型路面電車 LRT が街づくりの有力な交通

手段として注目されている．その原型である路面電車は高

度経済成長期以前まで全国にて積極的に導入されるが，モ

ータリゼーションの高まりによって衰退の一途を辿った． 
一方，近年は鉄道車両の文化財指定が行われ，1997年以

降は１号機関車（1997），１号御料車（2003），123号機関車

（2005）など４車両がいずれも歴史資料の美術工芸品とし

て国の重要文化財に指定されているほか，JR西日本・JR北

海道の鉄道記念物指定など様々な制度によって価値づけが

行われている．路面電車における同文化財指定は 2018 年

６月現在見られないものの，土木学会選奨土木遺産（江ノ

島電鉄：2014），北海道遺産（函館市電及び札幌市電：2001）
など各分野において価値づけが行われている．さらに，過

去の姿に復元された車両やレトロ調車両の導入，あるいは

その展示や用途転用による利活用が全国各地で行われてい

る（図１）．

本研究では，回顧写真に見られる路面電車の扱われ方を

分析するとともに，現役車両ならびに展示車両として大阪

府下における路面電車の現存状況をその経緯とともに調査

し，それぞれの保存・活用状況を把握する．加えて，路面

電車の具備しうる遺産的価値について明らかにすることを

目的とする． 
路面電車を産業遺産として位置づけた研究は未だ存在し

ていない．鉄道作家原口隆行による著作１）において各路線

の歴史や廃止に至る経緯を取りまとめたものがあるにすぎ

ず，遺産的価値にアプローチしたものは存在していない． 

図1 レトロ市電の導入報道 朝日新聞 2014年1月24日付 

２．大阪府下における路面電車の概要 

1903 年，日本初の公営路面電車として大阪市電が開業し

た．市電敷設による道路拡幅と橋梁の近代化を行い，実質

的な市区改正に貢献した．その後も延伸を重ね，全盛期は

最長総路線長115.6km（1944年）と，東京都電に次いで日

本第2位を誇る規模にまで成長を遂げた．二階付電車や撒

水車などユニークな車両も積極的に導入された． 
第二次世界大戦後は市電が復興のシンボルとして活躍す

るが，高度経済成長期におけるモータリゼーションの発達

による路面交通の混雑激化により，公共交通としての機能

が著しく衰退した．近代性能をもつ新造車両の導入など対

策も取られたが状況は改善せず，1960年から府内各地で廃

止が加速し，1969年には全廃となった．南海電鉄平野線も

1980年に廃止となり，現在は大阪市と堺市を結ぶ阪堺電気

軌道が営業運転を行っているのみである． 

３．回顧写真における路面電車の風景 

大阪府下における「路面電車のあった風景」の具体像を

解明すべく，本章では既出版の回顧写真集に着目した．大

阪市電が存在した 1900-60 年代の大阪を対象とした回顧

写真集 5 冊２）－６）に収録されている 3617 枚の写真の中か

ら，路面電車を含むものを抽出・整理し，写真の構成と特

徴を分析した（表１）． 
大阪の風景の中で，地域の人々が路面電車の形づくる風

景に価値を見出し，それが共有されていることがわかる．

また，市民の日常生活に身近で親しみ深い存在であったと

考えられる．この価値は，「時代・文化の中で価値づけられ

た空間・景観」というランドスケープ遺産の評価項目に合

致している． 

表１ 回顧写真集における路面電車の風景 

書籍名 
路面 

電車 
軌道 車両 停留所 

昭和の大阪 53 50 43 9 

写真で見る大阪市100年 63 60 44 11 
目で見る大阪市の100年上 46 44 39 12 
目で見る大阪市の100年下 48 44 34 10 
写真集 おおさか 100年 118 104 91 6 

合計 330 302 251 52 

（１）被写体としての路面電車

写真の主要な構成要素として，車両，軌道，及び電停が

あり，いずれかが確認できる写真は 330 枚存在した．また，

そのうち 61％には解説文に市電・ 路面電車名，及び路線

名，停留所名が含まれていることがわかった．

（２）写真の内容の変遷
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大阪市電開業年である1903年から概ね20年ずつ時代区

分をおこなった．撮影年代が不明な写真24枚を除き，各時

代の枚数ならびに1年あたりの枚数を算出した．市電開業

の1903～1925年を「黎明期」，昭和初期の1926～1944年を

「発展期」，戦後復興の 1945～1964 年を「戦後復興期」，

1965～1984年を「衰退期」とした． 
路面電車黎明期から戦後復興期においては，1 年あたり

の枚数がいずれもコンスタントに約4枚ずつ存在している

ことがわかった．また，各期において写真内容に以下のよ

うな特徴があることがわかった． 
a) 黎明期（1903－25年）             

1903～25年は公共交通の発展途上期であり，市電がその

中心的存在であった時代である．第二期線の開業時に誕生

した四ツ橋交差点の写真が，建設中のものも含めて7枚存

在した（図2）．当地には大阪市初となる市電同士の交差点

（ダイヤモンド・クロッシング）があり，それを被写体と

した絵はがきも存在したことから，当時の大阪市の新名所

として注目されていたと考えられる．市電開通を祝う様子

も8枚含まれており，新たな公共交通としての市民の期待

が窺える． 

図２ 建設中の四ツ橋交差点３） 

図３ 一時避難所となった市電５） 

b) 発展期（1926－44年）

1926～44年の写真では，大型百貨店や大阪市に乗り入れ

る私鉄各線の開業など，戦前の大阪府が近代都市として飛

躍的に発展する様子を背景とするものが約 60％を占めた．

1934年に大阪湾を直撃した室戸台風など，度重なる災害の

様子も 10 枚含まれており，車両が市民の避難所として活

用されているものも存在した（図3）． 
c) 戦後復興期（1945－64年）

1945～64年の写真では，戦後いち早く復旧した路面電車

や，次第に復興・大都市化する大阪の様子を背景とするも

のが89％存在することがわかった．高度経済成長期のモー

タリゼーションによる路面交通量の増加の影響などから，

次第に路面電車のもつ公共交通としての機能が低下する様

子が読み取れる（図4）． 

図４ 交通渋滞により立ち往生する市電４） 

d) 衰退期（1965年‐1984年）

1965年以降は市電の廃止が相次ぎ衰退するのに伴い，枚

数も 40 枚と減少する．市電運転最終日の様子が含まれて

いるものが8枚存在し，市電全廃後に撮影されたものはわ

ずか3枚に過ぎないことがわかった．大阪市広報課と鉄道

友の会が主催した「おなごり乗車会」や保存車両を使用し

たパレード等，市民対象の催し物も盛況に開催されており，

市電が最後まで市民に愛される存在であったことがわかる

（図5）． 

図５ 市電運転最終日の様子３） 
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図6 倉庫に転用された路面電車（守口市：筆者撮影） 

図7 塗装復元前の路面電車（大谷幼稚園提供） 

４．保存車両の現存状況と遺産的価値 

2018年5月現在，大阪府下には 22 両の路面電車の車両

が保存されていることがわかった．そのうち大阪市交通局

に保存されているものが 8両存在するが，これに対しては

全廃前から保存・活用の計画があった７）．うち 7 両は，大

阪市指定文化財として指定されている． 
一方，鉄道会社の敷地以外における保存車両は 13 両存

在することが現地調査より明らかになった．譲渡先で倉庫

や図書館など，展示以外の目的で他の用途に転用されてい

るものも存在した．現存する転用事例は守口市において倉

庫に転用された 1 両のみ（図 6）であるが，ヒアリングの

結果かつて幼稚園の図書館に転用されていた事例が2両確

認できた．大谷幼稚園（富田林市寺池台：図7）など，一時

は譲渡先独自の塗装に変更されたものも3両存在したが，

その後2両は譲渡前の塗装に復元されていることがわかっ

た（図8）．ヒアリングの結果，当初は子供に人気の水色と

白色のツートンカラーに塗装されたが，車体の老朽化と図

書室の移転により役目を失ったことがわかった．その後，

撤去や移設も検討されたが， PTA の協賛と卒園生からの

要望により，創立 40 周年記念事業の一環として再整備さ

れることとなり，大阪市電時代の旧塗装に変更された（図

8）．なお，学校法人大谷学園は大阪市阿倍野区に所在し，

当時の市電沿線に位置していたことが路面電車設置の背景 

図8 塗装復元後の路面電車（大谷幼稚園提供） 

図9 めぐむ保育園の保存車両（大阪市東住吉区：筆者撮影） 

にあることも明らかになった． 
一方，近年も新たに2両が阪堺電軌から府内の保育園に

譲渡されていることがわかった．めぐむ保育園（大阪市東

住吉区）では2014年10月に園庭に路面電車の廃車両が設

置された．当時，阪堺電気軌道社内では「解体はしのびな

い」として車両の保存と約300万円の輸送費の負担を条件

に譲渡先を募集した．企業・団体からの 15 件の公募によ

って譲渡先が選出されている（図9）．  
全 13 両のうち 6 両は地元幼稚園や公園など，かつて走

行していた沿線で保存されていることがわかった．これら

は地元における愛着の証左と位置づけることができる．す

なわち，保存車両には地域生活史的観点から遺産的価値を

見出すことができる． 

５．レトロ調車両の意義 

既存車両を改装し，開業当時や最盛期の姿を再現・新造

した「レトロ調車両」が存在する．2018年現在，全国14社
で導入されていることがわかった（表2）．  
阪堺電気軌道モ161形161号（図10）はその１つである．

1928年に製造され，通常運用をもつ路面電車としてはわが

国最古の半鋼製車である．2011年に阪堺線開通100年を記

念し，トップナンバーである 161 号が 1965 年当時の姿に

復元された．ニス塗りに戻された車内や塗装など，可能な
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限り復元されている．これは記念事業における回顧的措置

であると同時に，沿線地域における風景の再現が実現して

いるものと捉えられる． 

図10 阪堺電気軌道モ161形161号（筆者撮影） 

表2 全国各社のレトロ調車両 

６．結語と今後の展望 

本研究では，大阪府下における路面電車を対象に，回顧

的写真集における路面電車の扱われ方を時代背景とともに

分析した．地域の人々が価値を主体的に見出し，さらにそ

の保存展示や転用，写真メディアの広がりなどによってひ

ろく共有されていることがわかる．また，各機関が競って

譲渡車両を獲得し，さらにオリジナル塗装への復活が行わ

れるなど，地域生活に溶け込んだ路面電車はその存在自体

に価値が見出されている．これは単なる回顧主義や文化遺

産としての範疇を超えた，ランドスケープ遺産としての車

両の新たな位置づけを再考する契機とすべきである． 
一方，保存車両の維持管理においても課題が挙げられる．

本研究中において，社会福祉法人四恩学園（大阪市天王寺

区）や喫茶店鉄カフェレトロ堺店（堺市：図11）における

阪堺電気軌道の保存車両の撤去が確認された．解体を免れ

各地で保存されている車両の中にも，現役時代の姿を維持

できていないものが存在するのが現状である（図 12）．将

来文化財指定など新たな価値づけの余地のある有形遺産で

あるだけに，譲渡後に生み出された社会的価値の実態やそ

の後の扱われ方などについても調査研究する必要がある． 

図11 鉄カフェレトロ堺店の阪堺電軌保存車両 
（現存せず：2009年6月筆者撮影） 

図12 放置される阪堺電軌車両の譲渡車両 
（香川県丸亀市 パブリックプラザ丸亀） 
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道路施設に着目した大阪御堂筋の街路景観の変遷 

京都大学大学院工学研究科  吉武 駿 
京都大学大学院工学研究科  山口 敬太 

京都大学大学院工学研究科  川﨑 雅史 

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

大阪市を南北に縦断する御堂筋は、自動車交通が主役と

なる時代を見越して先見的に拡張された延長約 4km の大

幹線道路であり、中央に南向き一方通行4車線からなる本

線とその外側に東西1車線ずつの側道がある。本線と側道

の間の植樹帯及び両端の歩道のイチョウ並木と沿道建築物

が織りなす景観が特徴的である。故にパリのシャンゼリゼ

通りに例えられることが多い。御堂筋は、戦前から戦後、

高度経済成長期、現代に至るまで、都市のメインストリー

トとして都市イメージを伝える重要な役割を担ってきたと

言える。また、様々なイベントに活用され、都市魅力の向

上においても重要な役割を担ってきた。今後、車から人中

心のみちへの空間再編が目指されるなかで、御堂筋が各時

代において形成してきた景観、ならびに景観像をふまえ、

それらを尊重した上での空間再編を検討することが望まし

いと考える。 

 そこで本研究では、御堂筋の道路施設（1）の意匠、大阪と

いう都市における位置づけ、利活用のありかた、の3点か

ら景観像の変遷を明らかにすることを目的とする。 

1-2. 研究の位置づけ 

御堂筋の街路景観については、沿道建築に関する先行研

究が数多くある 1)2 )3) 。一方で、沿道建築以外については『第

一次大阪都市計画事業誌』等の事業誌のほか、体系的に論

じられたものは少ない。嘉名 4)が建設当初の計画の策定経

緯を検討し、小野ら 5)が街路樹景観の変遷、上田 6)の景観形

成事業の変遷について論じている。また、吉本ら 7) 8)が、御

堂筋完成時の都市における位置づけを雑誌や新聞記事から

明らかにしている。しかし、イチョウ並木以外の道路施設

の具体的な意匠や利用の変遷については明らかになってい

ない。 

本研究では、御堂筋の道路景観の変遷、利活用の変遷に

ついて、重要な事業の前後の変化に着目して明らかにする。

事業誌等の大阪市都市計画記録刊行物、新聞記事、写真資

料、大阪市公文書館の工事記録を史料とする。 

2. 御堂筋の景観像の変化 

御堂筋の歴史の概要を表-1に示す。自動車交通の増加や

大阪万博開催に伴う一方通行化など、社会情勢に伴い、御

堂筋の都市における位置づけも変化したと推察される。ま

ずは、御堂筋とシャンゼリゼ通りを比較する言説に着目し、

この表現がいつ頃に広まったのかを明らかにする。 

当時の御堂筋の地域像のうちパリのシャンゼリゼ通り

と比較する評価があったかどうかを雑誌「大大阪」９）より

確認した。御堂筋は日本に誇る大阪のメインストリートと

して位置づけられていたことが知られるが、「大大阪」の全

記事9,432件のうち御堂筋着工の1926年10月以降で45件

の記事(2)において御堂筋に関する言及がみられる。しかし、

どの記事においてもパリのシャンゼリゼ通りに触れるもの

は確認できなかった。一方、全記事のうちパリに関する46

件の記事(3)があり、海外の情報は十分に国内に入っていた。

そのほか、建設当時に御堂筋をシャンゼリゼ通りに例える

表現は管見では確認できていない。 

 一方、主として 1980 年代以降の御堂筋に関わる新聞記

事を朝日(1985-)、毎日(1987-)、日経(1981-)、読売(1986-)のデ

ジタルアーカイブ(4)を利用し確認した。御堂筋とシャンゼ

リゼ通りについての記述がみられるのは、最も古いもので

1989年の朝日新聞の記事 10）における大阪21世紀協会理事

長中塚昌胤氏の発言である（日経 1990 年 1 月、毎日 1991

年1月、読売1992年10月の記事が初出であった）。また、

朝日、毎日の同日の記事 11）の中でルネサンス事業の構想が

掲載され、「パリのシャンゼリゼに負けない世界的な街路に

したい」と西尾市長が述べている。以降、同様の発言が度々

みられる。 

 大阪では 1987 年関西国際空港建設が始まり、1994 年に

開港した。この国際化の動きに合わせて国際競争に負けな

い大阪の象徴として御堂筋を位置付けており、世界的にも

有名なパリのシャンゼリゼ通りを意識する発言がなされ、

一般的に広まったと推察される。 

表-1 御堂筋の歴史の概要 

表-4 歩道照明の変遷
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3. 街路景観の変遷 

3-1. 写真資料に見られる街路景観の変遷 

 大阪市歴史博物館に所蔵されている写真資料より、道路

景観の変化を抽出した (表-2～表-4)(5)。なかでも歩道舗装、

歩道照明、街路樹と植樹帯、側道の利用を対象に、その変

遷を把握した。御堂筋完成当初の街路景観として、①の正

方形舗装材の芋貼り、⑤の2燈式の歩道照明、⑨の植樹帯

の植え込みが確認できる。空襲により御堂筋は大きな損害

を受け、復興都市計画事業が進む。②はその事業後の写真

であるが、この当時も正方形舗装材の芋貼りで変化はない。

続く③も舗装は同様であるが、同年の⑦の歩道照明は2燈

式でありながら⑤に見られるものと意匠がやや異なる。

2018年時点については、④の長方形舗装材の馬貼り、⑧の

歩道照明は⑦と同様のもの確認できる。⑨では、他とは異

なる歩道照明が確認できる。植樹帯には、⑪では植え込み、

④では地被植物が認められる。以上の施設の変化を図示し

た（図-1）。 

また、⑩⑪は、完成当初の側道の写真であるが、自動車、

人力車、荷車、自転車など複数の交通手段が利用していた

ことが確認できる。⑫の 1959 年においても多くの自転車

が利用している。⑬の1964年の時点では、自動車のみの利

用であり、バスの走行も確認できる。 

3-2. 文献による考察 

 以下では、上述の変化を新聞デジタルアーカイブや文献

資料より明らかにする。 

(i)舗装 

①の舗装は、正方形コンクリートタイルを使用している。

また、後述する御堂筋ルネッサンス事業（以下、ルネサン

ス事業）について述べる新聞記事に既存のコンクリートタ

イルをはがし長方形御影石平板を用いるという記述を数件

確認した 12）。この事業による舗装材の変化が現在まで残っ

ているものと思われる。 

(ii)歩道照明 

 大阪市難波別院の境内に 1984 年まで使用されていた旧

街灯（表-3⑥）が保存されている。ここには、御堂筋完成時

に作られた歩道照明は戦災で姿を消したが、1950 年から

1951年までに復旧したことが記されている。また、新聞記

事 13）、雑誌記事 14）によると大西信平氏が「1985年、103基

の街灯を御堂筋に寄付した」とある。また、現在の歩道照

明に大西氏の会社からの寄贈が記されているため、現在の

歩道照明は、1985 年に更新されたことが明らかになった。

一方、表-2⑥の照明は、心斎橋一部区間のみに見られ、ル

ネサンス事業中の設置が確認できた 15)。 

(iii)街路樹+植樹帯 

 小野らの研究よりイチョウの本数の変化が明らかにされ

ている。1944年時点ではトベラ、モッコクが存在していた
16）が、1975年時点では、両者とも残っていない 17) 。1979

年から1980年に足元にヒメリュウノヒゲが植えられた18）。 

図- 1 道路施設の変遷 

表-4 側道交通モードの変遷 

表-2 歩道舗装の変遷 

表-3 歩道照明の変遷 
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御堂筋が完成した第一次都市計画事業とルネッサンス事業

前後の道路施設に着目し、次章以降で詳細な考察を行う。 

4. 御堂筋完成時の景観 

1921 年に認可を受けた第一次都市計画事業では 24 路線

の街路新設拡張が計画されたが御堂筋は唯一の廣路として

最も重要な街路として設計された。また、単なる交通機能

拡充のための工事ではなく都市の美観の達成に尽力した 19)。 

御堂筋が竣工した第一次都市計画事業期の意匠について、

大阪市公文書館の工事記録 20）により明らかにする。 

(i)舗装  

 歩道舗装は、330×330㎜のコンクリートタイルの芋張り

を使用していた（図-2）。また、歩道の外側の側溝舗装に206

×76×91㎜のレンガが用いられていた。この側溝舗装は図

面上で大江橋から本町の区間のみで確認出来た。本町以南

には側溝はなく、レンガ造りの排水溝のみであった。この

ことから、大江橋本町区間は大阪市庁舎があることから特

に美観に配慮がなされていた可能性がある。 

(ii)歩道照明 

 歩道照明を図-3に示す。一灯式が植樹帯、二灯式が歩道

側に設置され6.3mの高さであった。また、照明部は青銅鋳

物、ポール部は錬鉄鋳物が使用され深緑色であった。 

(ii)植樹帯 

 並木及び植樹帯の工事も記録に残っている。イチョウの

足元には、東京芝が敷かれ、トベラとモッコクが植えられ

ていた。 

5. 御堂筋更新期の景観 

御堂筋更新期の変化として、1992 年から 1994 年にかけ

て全線の自然石舗装、彫刻の設置等のアメニティの充実を

行った「ルネッサンス事業」の前後の変化を分析する。 

5-1. 事業の位置づけ 

 1990 年 10 月に大阪市総合計画 21 が策定された。これ

は、大阪市が歴史的転換点にあるとの認識に立って 21 世

紀の大阪の目指すべき基本方向として「人間主体のまち」

と「世界に貢献するまち」の実現を掲げており都市のアメ

ニティの充実を計画に含んだ。その後、1991年にルネッサ

ンス構想が発表された。21世紀に向けた道づくりを掲げて

おり、国際化が進む中で大阪を世界に向けてアピールする

シンボルストリートとして御堂筋を位置付けている。また、

区間ごとのゾーニングもなされている。そのなかで淀屋橋

-本町区間をモデル区間として最初に整備した。 

5-2. 道路施設の更新 

(i)舗装 

 歩道舗装を図-4に示す。主歩行部分は300×600mmの御

影石の馬貼り舗装、車道から 1.5m のゾーンを施設帯とし

て90×90mmの小舗石を敷き詰め透水性を確保し、イチョ

ウ並木の健全な生育を意図した。小舗石舗装部分には彫刻

が設置されており、アメニティの拡充がなされた。御影石

舗装材の寸法は、

更新前のコンク

リート舗装のス

ケール感を生か

しつつ、より落ち

着きのあるもの

へと更新された。 

(ii)歩道照明 

 歩道照明を図-5に示す 21)。この

照明柱は、ルネッサンス事業によ

る整備後の1995年に完成した。設

計報告書によると関西国際空港の

開港に伴い国際的な大通りとして

の街路整備のため新たな照明柱を

提案された。デザインコンセプト

としては、安定感のあるクラシカ

ルな形状とされ、深緑色で装飾性

の高いデザインであった。御堂筋

完成時の一灯型の照明柱をベース

に曲線的な要素を取り入れた。 

6. 自動車道部分の利活用 

6-1. 歩行者空間利用の発端：OLプラザ運動 

御堂筋の歩行者空間利用の経緯について述べる。 

御堂筋から自動車を排除し歩行者が利用するという考え

は 1971 年に当選した黒田知事の発言以来広がったという

記述を確認した 22) 。黒田知事は自著 23)で知事就任以来、御

堂筋の自動車を緩車線のみでも排除したいと考えていたと

述べている。 

確認した中ではじめて御堂筋から車を排除したのは、

1974 年からの「OL プラザ」である。コンクリートの高層

建築と自動車の排気ガスによる劣悪な業務環境の改善を目

指し、1971年11月13日全繊同盟大阪支部の第1回OL集

会にて御堂筋の自動車排除が提案された。その後、同年12

月 23 日に府庁に提言を行った。これに対し黒田知事は御

堂筋の開放は、周辺交通の渋滞や交通事故の多発が予想さ

れるため現状では実行できないと回答したが、以降、33回

の実行委員会の開催、署名活動、デモ運動などを経て、方

針が変更され、1974年9月2日にOLプラザが実際にオー

プンした。「緑と太陽の遊歩道」という名で平日の正午から

図-5 歩道照明図面 

図-4 舗装パターン模式図（筆者作成） 

図- 2 舗装工事図面 図-3 歩道照明図面 
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1時間に限り御堂筋の東西緩速車線約500m（高麗橋4丁目

交差点より瓦町4丁目交差点の一部区間）を開放するとい

うものだった。ベンチで休息、バトミントンや体操などを

行っていた（図-6）24)。冬季の利用者減少に伴う閉鎖と春季

の再開を繰り返し、1977年11月までの開催が確認できた。

また、実行委員会は、1980 年に解散したとされており 25)、

これ以降 OL プラザとしての開放はなかったと考えられる。

6-2. 様々なイベントへの展開 

「OLプラザ」以降の御堂筋から自動車排除した出来事に

は、御堂筋パレード（1983-2007）、御堂筋kappo（2008-2013）、

御堂筋フェスタ(2013)、御堂筋じょいふる（2014）、御堂筋

オータムパーティー（2015-2017）がある。これらのイベン

トは、御堂筋パレードの流れを汲み、予算の都合などによ

り形を変え引き継がれていったものである。このうち御堂

筋パレードは、大阪築城 400 年まつりと大阪 21 世紀計画

のプロジェクト立ち上げを記念して開催されたのが始まり

である。これらは、本線も含めて自動車を排除し一時的な

イベントとして行っている点と国際アピールという経緯か

ら先のOLプラザとは異なるものである。 

7. 御堂筋の街路景観の変遷 

御堂筋の道路施設を中心とする街路景観、および市民に

よる利用形態の変化を明らかにした。 

完成時の歩道舗装は、正方形コンクリートタイルの芋張

りであったが長方形御影石平板の馬張りに更新された。歩

道照明は、完成時の意匠が1984年まで引き継がれ、その後

更新されたものが残っていることが明らかになった。 

御堂筋とパリのシャンゼリゼ通りを比較する言説は、戦

前の竣工時には確認できず、1990年ごろに広まっていたこ

とを確認した。また同時期に御堂筋ルネサンス事業により

道路施設の更新がなされ、その意匠は完成当初のものを引

き継ぎながら、風格が高く先取的なものを採用した。 

利活用については、高度経済成長を背景に人間らしい都

市が望まれ1974年に住民側の働きかけにより実現したOL

プラザが早く、その後の大阪築城400年まつりと大阪21世

紀計画を背景に国際アピールの場としての御堂筋パレード

等のイベントとして展開した。 

【補注】 

(1)本研究では、街路空間の設計における街路景観構成要素の基本分類のう

ち道路：道路本体、道路植栽、道路付属物、道路占有物を道路施設とする。 

(2)『雑誌「大大阪」CD-ROM 大正14年12月～昭和19年1月』の検索機

能を用いた。「題名」「キーワード」に御堂筋を含む記事を抽出した。 

(3) (2)と同様に御堂筋の代わりにパリ、巴里を含む記事を抽出した。 

(4) 各紙について「閲蔵 II ビジュアル」、「日経テレコン」、「毎索」、「ヨミ

ダス歴史館」についてキーワードに御堂筋を含むものを抽出し確認した。 

(5)②⑪は「青木茂夫、米田米行『写真集〈昭和の大阪〉』（2007）」、④⑥➇⑨

は筆者撮影、⑤⑩は「大阪都市協会『写真で見る大阪市 100 年』（1989）」、

①③⑦⑫⑬は大阪市歴史博物館資料を参照した。 
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大阪御堂筋におけるサービスレベル概念を用いた歩行者自転車利用者のための道路空間再分配の評価 

大阪市立大学大学院工学研究科   川地 遼佳 

大阪市立大学大学院工学研究科   吉田 長裕 

1. はじめに

1-1 研究背景と目的 

近年、環境負荷の低減や健康志向の高まりから、都市交

通手段として歩行や自転車の活用に注目が集まっている。

大阪御堂筋では、人々の行動形態や周辺のまちの状況は建

設当時から時代と共に大きく変わってきている。そうした

社会情勢の変化や時代の要請に対応し都市魅力の向上に資

する御堂筋へと再編すべく、一部側道を閉鎖し歩道の拡幅

及び自転車通行空間を整備するモデル整備事業が行われて

いる。この空間形成には歩行者重視の考えが多く含まれる

ため 1)、そうした検討を行う際には利用者の快適性を考慮

することが求められている。交通空間の快適性を表す指標

にはLevel of Service：LOSが挙げられ、米国Highway capacity 

manual：HCM 2)では交通状況によりAを最も快適、Fを最

も不快な交通状況として、6段階でLOSが定義されている。

しかしながら、御堂筋のように幅広な歩行者自転車混在空

間の快適性評価には他の空間機能もあり、交通状態に関わ

る要素だけでは十分に表現できない可能性がある。 

そこで本研究では、大阪御堂筋の幅広な歩行者系道路空

間において歩行者及び自転車利用者を対象に実態調査を行

い、道路空間再分配による両者への影響をLOSといったサ

ービスレベル概念を用いて、交通・空間・通行者の観点か

ら道路空間再配分の評価を行うことで、今後モデル整備区

間をさらに延長していくにあたり、快適性をより高める空

間構成要素を提案する上での一助となることを目的とする。 

1-2 既往研究のレビュー 

サービスレベルに関する研究は既に多く行われており、

人々の快適性への影響要因にはさまざま挙げられるが、小

井戸ら 3)のように、錯綜や自転車の混入状況等のマイナス

要因を減らすことで快適性が向上するという考えの研究が

多く、客観データのみを用いたものも多い。対象者として

は扇原ら 4)のように歩行者に視点を当てたものが多く見ら

れ、自転車歩行者混合交通を取り扱った研究もまだ少ない

のが現状である。既往研究と本研究の違いとしては、Ⅰ客

観データに加えて人々の主観データも用いて両者の比較を

行うこと、Ⅱ自転車歩行者混合交通を扱うことで、歩行者

だけでなく自転車利用者にとっての快適性も考慮すること

にあり、これらⅠ,Ⅱを満たす論文はまだ少ない。 

上記に挙げた2点について、レビューを以下に示す。 

Ⅰ 客観データと主観データを用いた評価 

 山中ら 5)は、歩行者換算存在密度・平均自転車速度・回

避挙動といった客観データと、歩行者の意識に関する主観

データを用いて、サービスレベルとの関係を明らかにした。

諸田ら 6)は、交通主体別交通量や自転車・自動車速度の客

観データに加え、通行しやすさや自転車が走行すべき場 

表−1 調査の概要 

一次調査 二次調査 

目的 歩道拡幅の比較 滞留機能の比較 

調査日時 2017/07/22(土) 9-19時 

2017/08/04(金)13-19時 

2017/08/05(土)13-19時 

2017/11/19(日)11-19時 

2017/12/03(日)11-19時 

対照区間 (a) モデル整備未実施区間

(b) モデル整備区間

(b) モデル整備区間(滞留機能×) 

(c) モデル整備区間(滞留機能○)

調査対象 歩行者198名：自転車16名 歩行者172名：自転車25名 

表-2 分析に用いた主なアンケート実施内容 
質問内容 回答方法 

個人属性 
通行位置 1,2,3,4,5,6,7（7分類） 

通行方向 北へ/南へ（2分類） 

快適性 

通行時の快適性 1,2,3,4,5,6（6段階） 

滞留空間の存在 快適/不快/影響なし（3段階） 

希望通行速度 今よりゆっくり/同じ/今より速く 

表−3 対象区間幅員構成 
区間 (a)拡幅前 (b)拡幅後滞留なし (c)拡幅後滞留あり 

幅
員

構
成 

歩行者 3.4 
(区分なし) 

5.8 5.8 

自転車 3.0 2.1 

滞留 - - 2.9 

植樹等 2.3 5.0 3.0 (滞留2.0) 

計 5.7 13.8 13.8 

所に関するアンケートを実施し、安全快適に通行できる歩

行者自転車交通量の限界閾値を求めることを試みている。 

Ⅱ 歩行者・自転車混在交通に関する研究 

 田宮ら 7)は、オキュパンシー指標と自転車速度及び歩行

者・自転車それぞれにとっての危険感との関係を考慮し、

新たなサービス水準の設定を行っている。田中ら 8)は、平

均速度・回避挙動・角度といった歩行者の挙動や歩きやす

さの指標を用いて、自転車交通の混在が歩行空間のサービ

スレベルに与える影響を定量的に把握しようと試みている。 

2. 研究方法

2-1 調査概要 

 御堂筋歩行空間において快適性を把握するために、歩行

者及び自転車利用者を対象として、2 回に分けて調査を実

施した(表-1)。調査内容は、LOS 算出及び交通流状況の把

握のためのビデオ調査と通行者の主観的評価をみるアンケ

ート調査である。今回の分析に用いた主なアンケート内容

を表-2に示す。一次調査では、モデル整備により通行者の

快適性が向上したか否かの確認及び既存 LOS の妥当性を

検証するために、モデル整備実施区間及び未実施区間にお

いて比較を行った。二次調査では、一次調査で抽出した快

適性要素に関する詳細調査を行うために、モデル整備実施

区間において滞留空間機能あり・なしの比較を行った。各

対象の歩道空間の幅員構成を表-3に示す。 
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2-2 解析方法 

HCMにおけるLOS指標として、歩行者専用道路では密

度、単位幅流れ、通行速度、イベント回数(1)を、歩行者自転

車混在道路(自転車道)においてはイベント回数を用いた

（表-4）。ただし、密度には山中ら 5)による歩行者換算密度

を適用する。また、快適性に関するアンケートは、6 段階

尺度(１(とても不快)～６(とても快適))を点数化し、平均値

を快適性得点とした。通行位置に関しても、図-1のように

通行位置別に数値化し平均値を求めた。つまり、通行位置

得点が 1に近づくほど車道寄りを、7に近づくほど建物寄

りを通行していることになる。滞留機能の影響については、

「より快適に感じる」「快適性に影響はない」「より不快に

なる」の回答をそれぞれ1、0、-1で滞留機能影響得点とし

て与え、その平均値を求めた。 

3. 調査結果

3-1 主観的評価の変化 

区間別(a)(b)(c)での歩行者快適性得点の平均値を図-2 に

示す。(a)(b)より、歩道を拡幅することで快適性得点の変化

では 3.46 から 4.10 に向上し、(b)(c)より、滞留機能を確保

することで快適性得点は 4.10から 4.22に微増した。HCM

では道路幅員が広がるほど快適性は向上するという仮定の

もと LOS が定められており、(a)(b)ではそれに合った傾向

が見られるものの、(b)(c)では滞留機能確保のために幅員が

狭められたにも関わらず、快適性が向上していた。 

3-2 客観的評価の変化 

 図-3では、ピーク時間における歩行者LOSを算出した。

ただし、(b)では二次調査の結果を用いた。(a)でのピーク時

間は、大阪市が2016年11,12月に実施した「御堂筋モデル

整備・自転車歩行者交通量調査」での、本研究で設定した

モデル区間付近における事後調査結果を参考に設定した。 

各LOS指標に関しては、密度、イベント回数ではランク

が改善向上したものの、単位幅流れでは変わらずAのまま、

通行速度については他項目と比べかなり悪いランクとなっ

た。また、イベント回数に関しては、未整備区間では自転

車が歩道上の歩行者混雑を避けて車道を通行する行動が見

られ、LOS算出には比較的歩道を通行する歩行者が少ない

際に歩道を通行する自転車が多くの対象となっているため、

LOSはBとなった。事後には車道を通行する自転車が大幅

に減少し、自転車道を通行するようになったものの、歩行

者流量が多くなると歩行者が歩道をはみ出し自転車道も歩

道であるかのように振る舞うため、自転車道でのLOSはD

となった。 

3-3 主観的評価と客観的評価の関係 

主観的評価より、通行空間が狭められたとしても滞留空

間を設けると快適性が向上しているが、客観的評価である

LOSのランク改善は見られなかった。このように、主観的

評価とは整合性の取れない部分が多く見られ、この理由と

して、通行位置の偏りや滞留空間の関与が示唆された。 

表-4 歩行者LOS算出時のビデオ解析方法 

図-1 通行位置得点配分 

図-2 区間別快適性得点平均値((a)n=81,(b)n=93,(c)n=79) 

図-3区間別のピーク時間歩行者LOS 

表-5 滞留機能影響得点の平均値 
Q.滞留空間の存在はあなたにとっての快適性に影響しますか？ 

滞留機能なし 滞留機能あり 

歩行者 0.03(n=93) 0.49(n=79) 

自転車利用者 -0.08(n=12) 0.00(n=11) 

3.46

4.10 4.22

3.00

3.50

4.00

4.50

(a) (b) (c)

快
適
性
得

点

0
1
2
3
4
5
6

(a) (b) (c)

L
O
S

イベント回数

密度

単位幅流れ

通行速度

A
B
C
D
E
F

一次調査 二次調査 

密 

度 

[人/m2] 

未整備：幅3.4×長さ4.5m 

モデル：幅5.8×長さ10.0m 

30秒ごとに密度計測後 

10分間平均を算出 

幅5.8×長さ17.55m 

30秒ごとに密度計測後 

5分間平均を算出 

単位幅 

流れ 

[人/分/m] 

1分ごとに交通量を計測し幅員(単位幅)で除する 

速 

度 

[m/s] 

モデル：10.0m 

未整備：4.5m 

対象距離を通過する秒数を 

2分ごとに30秒間計測後 

10分間平均を算出 

17.77m 

対象距離を通過する秒数を 

1分ごとに30秒間計測後 

5分間平均を算出 

イ 

ベ 

ン 

ト 

回 

数 

[回/h] 

𝐹𝑝 = 𝑄𝑠𝑏(1 −
𝑆𝑝
𝑆𝑏
)/𝑃𝐻𝐹、𝐹𝑚 = 𝑄𝑜𝑏(1 +

𝑆𝑝
𝑆𝑏
)/𝑃𝐻𝐹 

𝐹 = 𝐹𝑝 + 0.5𝐹𝑚 

𝐹：総イベント回数[回/h] 
𝐹𝑝, 𝐹𝑚：同一/対向方向イベント回数[回/h] 

𝑄𝑠𝑏 , 𝑄𝑜𝑏：同一/対向方向自転車通行量[台/h] 
𝑆𝑝, 𝑆𝑏：歩行者/自転車通行速度[m/s] 
𝑃𝐻𝐹：ピーク時間係数(=0.83) 
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4. 主観的快適性と交通流状況との関係性評価

ここでは、二次調査における主観的評価および客観的評

価の関係性を詳しく見ていく。 

4-1 滞留機能の効果 

表-5より、交通主体別滞留機能あり・なし別に滞留機能

影響得点をみたところ、歩行者については滞留機能なし時

で0.03、滞留機能あり時で0.49と、0.46の得点差が見られ

た。このことから、歩行者にとって滞留機能は快適性に寄

与する要素であると言える。 

一方、自転車利用者については、滞留機能の有無では滞

留機能影響得点差は見られず、実際の回答では「快適」と

「不快」の回答割合が割れる結果となった。このことから、

滞留機能は自転車利用者にとっては快適不快の両要素とな

り得ることがわかった。 

4-2 快適性得点と通行位置 

 歩行者のみを対象として通行位置別に快適性得点を算出

し、その時の回答数及び結果を表-6,図-4に示す。 

滞留機能なし時については、通行位置⑦を除く通行位置

で快適性得点が 4.00~4.50 を示しており、最大最小快適性

得点の差は0.55と、自転車道②③を含むすべての通行位置

で安定的な快適性を示すことが分かった。 

一方、滞留空間あり時については、通行位置⑤⑥の快適

性得点が滞留空間なし時と比べてそれぞれ 0.39、0.54増加

した。最も快適性得点が下がったのは通行位置③であり、

1.08減少した。滞留空間の一部は通行位置⑤と⑥の間に設

けられており、その好影響が出ているものだと考察され、

もうひとつの滞留空間としては通行空間④に向かって自転

車道③の一部にベンチが設置された影響で、座っている人

が足を延ばす・荷物を歩道上に置く等の歩行者行動が発生

したこと、また、ベンチによって自転車道と歩道が物理的

に分断されたことの圧迫感で通行位置④の快適性得点が低

下したのだと考えられる。自転車③の快適性得点低下に関

しては、ベンチの設置で通行空間が狭まったことや、自転

車に対するイベントが発生した場合に、すぐには歩道に通

行位置を変えることができないということなどが理由とし

て挙げられる。 

4-3 快適性得点と交通流量との関係 

 表-7より、交通流状況については、歩行者および自転車

の多さでそれぞれ3段階に分類し、さらにそれらをかけ合

わせることで9分類を行い、快適性得点と比較した。ただ

し、ここでは歩行者のみの快適性得点を対象とする。この

9 分類は、調査時における 1分あたりの歩行者および自転

車最大最小交通量を考慮し設定した(表-8)。 

その結果を表-9に示す。滞留機能あり時では、歩行者自

転車共に少ないほど快適性が上昇し、Aaで最も快適性が高

かった。滞留機能なし時ではその傾向は見られず、むしろ

Aaの状態で最も快適性が低くなり、歩行者量が増えるほど

快適性得点が増加した。 

表-6 各通行位置での回答数 
通行位置 2 3 4 5 6 7 

回答数(滞留機能なし) 3 6 17 17 36 14 

回答数(滞留機能あり) 3 4 24 19 23 6 

図-4 通行位置別歩行者快適性得点 

表-7 歩行者自転車通行量9分類方法 
自転車[台/min] 

～4 5～8 9～ 

歩行者 
[人/min] 

～35 Aa Ba Ca 

36～70 Ab Bb Cb 
71～ Ac Bc Cc 

表-8 1分あたりの自転車及び歩行者最大最小交通量 
滞留機能 
有無 

最大自転車
交通量 

最小自転車
交通量 

最大歩行者
交通量 

最小歩行者
交通量 

なし 14 0 118 11 

あり 13 0 108 5 

表-9 9分類での快適性得点(左:滞留機能なし,右:あり)(2) 
自転車 自転車 

A少 B C多 A少 B C多 

歩

行

者 

a少 4.07 4.24 4.23 歩

行

者 

a少 4.37 4.21 4.12 

b 4.14 4.10 4.18 b 4.21 4.14 4.12 

C多 4.21 4.17 4.23 C多 4.09 4.01 - 

このような結果になった理由としては、滞留機能あり時

には通行空間の幅員が減少する一方で通行者が多くなると、

歩きづらくなる等の理由で快適性が低下したのだと考えら

れる。また、滞留機能なし時にはある程度人が多い方がに

ぎわいや活気が生まれ、歩行者には好まれることが Aa～

Acから読み取れる。それ以外で法則性が見いだせなかった

のは、人の多さや歩きやすさ以外に通行者が快適だと感じ

る要素が存在し、その要素が大きな影響を及ぼしている可

能性を示している。 

4-4 通行位置別通行率と交通流量との関係 

 前項で用いた歩行者自転車交通量9分類を用い、通行位

置別通行率を算出した。その結果、歩行者に関して滞留機

能あり時には、自転車道通行が減り建物寄りを歩こうとす

る傾向が見られたが、歩行者自転車交通量に影響を受けた

通行位置の変化はほとんど見られなかった。これは、滞留

機能あり時に自転車道と歩道がベンチ等で物理的に分断さ

れたからだと考えられる。 

一方、自転車利用者については、歩行者もしくは自転車

利用者のどちらか一方が多い場合の滞留機能あり時に、通

行位置を変える傾向が見られた。 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

滞留機能なし 4.00 4.33 4.41 4.06 4.03 3.86

滞留機能あり 4.00 3.25 3.96 4.47 4.57 3.83

2.00

3.00

4.00

5.00

快
適
性
得
点
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4-5 快適性得点/通行位置得点と希望通行速度との関係 

 希望通行速度別に、快適性得点及び通行位置得点を算出

した。対象者は歩行者とし、南北通行方向も考慮に入れる。

滞留機能あり・なし別の結果は表-10,11に示す。 

まず、快適性得点の全体的な傾向として、希望通行速度

が「今よりゆっくり」との回答で快適性得点が高く、「今よ

り速く」で低くなった。通行方向別では、南へ移動する人

で快適性得点が高い傾向が見られた。希望通行速度の全回

答中の割合としては、滞留機能を設けることで「今と同じ

くらい」もしくは「今より速く」通行したい人がそれぞれ

4.4%、1.0%減少し、「今よりゆっくり」が 5.4%増加した。

図-2 より、滞留機能を設けることで快適性得点が 0.12 増

加したことから、「今より速く」歩きたい人は通行に関し不

快に感じるが、「今よりゆっくり」歩きたいが周りの歩行ス

ピードに合わせる等をしている人は、希望通行速度で歩け

てはいないがそれほど不快には感じないことがわかった。 

 次に、通行位置得点については、「今よりゆっくり」との

回答者は滞留機能なしで5.63、ありで5.46と滞留機能有無

に関わらず建物寄りを通行し、「今より速く」に関しては通

行方向南北で比較すると、滞留機能なしで 1.65、滞留機能

ありで 1.08 の差があった。このことから、「今より速く」

通行したい北へ移動する人はより車道寄りを、南へ移動す

る人はより建物寄りを通行していることが分かった。建物

寄りの歩道では「今よりゆっくり」歩きたい通行者も多く、

「今より速く」歩けない状況となるため、滞留機能なし時

に建物寄りを通行している可能性が高い「今より速く」通

行したい南への移動者の快適性得点が滞留機能有無両方を

合わせた中で最も低い結果となったのだと考えられる。 

滞留機能あり時に「今より速く」通行を希望し北へ移動

する人が滞留機能なし時よりも通行位置が建物寄りによっ

ている理由としては、ベンチ等設置の影響と考えられる。

滞留機能なし時に「今と同じくらい」の通行速度を希望す

る人は全体的に建物寄りを通行していたが、通行位置が車

道寄りへと移動したことは、滞留機能の効果により歩道全

体が有効に利用されるようになったと言って良いだろう。 

5. 課題と展望

今回の調査では、合計で歩行者サンプルが 370、自転車

利用者サンプルが 41 と、両者のサンプル数に大きな差が

あった。今後より信頼性のあるデータを得るためには、自

転車利用者サンプル数を増やすことが必要不可欠である。 

また、滞留空間の存在や景観等、具体的に通行者は何に

対し快適と感じ、快適性にどれ程の影響を与えるかをより

具体的に明らかにしていく必要がある。滞留機能に関する

人々のアクティビティには触れずに調査を行ったが、今後

それらを踏まえた調査も必要となるだろう。 

そうすることで、今後御堂筋でモデル区間を延長する際

に快適性を維持しつつどの程度の幅員まで通行歩道幅を抑

えられ、残りのスペースをどう利活用すればより快適性が

向上するのかを検討していきたい。 

表-10 希望通行速度別各種得点(滞留機能なし) 

通行 

方向 

希望通行速度 

今より 

ゆっくり 

今と 

同じくらい 

今より 

速く 

快適性 

得点 

北へ 4.25 n=8 4.06 n=32 3.82 n=11 

南へ 4.50 n=8 4.26 n=27 3.33 n=6 

全方向 4.38 n=16 4.15 n=59 3.65 n=17 

通行 

位置 

得点 

北へ 5.50 n=8 5.19 n=32 4.18 n=11 

南へ 5.75 n=8 5.52 n=27 5.83 n=6 

全方向 5.63 n=16 5.34 n=59 4.76 n=17 

全回答中の割合 17.4% 64.1% 18.5% 

表-11 希望通行速度別各種得点(滞留機能あり) 

通行 

方向 

希望通行速度 

今より 

ゆっくり 

今と 

同じくらい 

今より 

速く 

快適性 

得点 

北へ 4.00 n=5 4.26 n=34 3.67 n=6 

南へ 4.63 n=8 4.33 n=21 4.00 n=4 

全方向 4.38 n=13 4.29 n=55 3.80 n=10 

通行 

位置 

得点 

北へ 5.00 n=5 4.68 n=34 4.67 n=6 

南へ 5.75 n=8 4.95 n=21 5.75 n=4 

全方向 5.46 n=13 4.78 n=34 5.10 n=10 

全回答中の割合 22.8% 59.7% 17.5% 

【補注】 

(1) ここでの「イベント回数」とは、自転車が歩行者を追い越す、 

もしくは歩行者とすれ違う回数のことである。 

(2) 滞留空間あり時にCcとなる交通流状況は発生しなかったため、 

快適性得点は示されていない。 
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地方都市の移動手段としての自転車の可能性 
－ GISによる到達可能エリア分析から－ 

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 成田 勝彦 
兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 菊池 義浩 

1. はじめに 

1.1. 研究の背景と目的 
 1997 年 12 月の 3 回気候変動枠組条約締約国会議（地球

温暖化防止京都会議）で採択された京都議定書を端緒に、

先進諸国は、低炭素型のまちづくりを見据え、公共交通機

関や自転車の利用促進に向けた取り組みを行ってきた。日

本においては、国土交通省と警察庁が2007年に「自転車通

行環境整備のモデル地区」を指定し、2016年に「安全で快

適な自転車利用環境創出ガイドライン」を示した。また、

2017 年 5 月 1 日には自転車活用推進法が施行されている。

この法律は、「自転車の活用を総合的・計画的に推進」する

ことを目的としており、さらに自転車利用は進むと思われ

る。 

自転車の利活用については、主に都市交通を対象とした

議論が展開されてきた。その一方、地方都市では人口減少・

少子高齢化により、公共交通ネットワークの縮小やサービ

ス水準の低下が起こっている。本研究では、現状の自転車

の導入状況を捉え、再開発による自転車走行空間の創出が

難しくなっている地方都市において、細街路、路地、堤防

天端、農道など既存の空間を検討し、自転車の交通手段と

しての可能性について明らかすることを目的とする。 

1.2. 研究の位置づけ 
 自転車の交通に関する既往研究では、海外とくにヨーロ

ッパにおける交通政策の導入事例や特徴を整理したもの 1）

２）、都市部の自転車走行空間の整備と利用意識の関係を分

析したもの３）、利用者の満足度から自転車レーン走行環境

の水準を検討したもの４)がある。また、地方都市での自転

車利用環境の整備と通勤交通の影響を考察したもの５)があ

るものの、人口減少・少子高齢化により、公共交通ネット

ワークの著しく縮小している地域の自転車走行空間の研究

は、管見したところ少ないといえる。 
 最近では、2016年の「安全で快適な自転車利用環境創出

ガイドライン」の発出後の自治体別の自転車ネットワーク

の策定内容の比較分析を行った研究 6)がある。そこで小島

らは、「歩道無し道路での整備形態を記述する自治体が多く

見られており、細街路を活用した自転車ネットワーク整備

を模索する」自治体が少なくないことを指摘している。 
 以上のような研究成果を参照しつつ、本稿では縮退する

地方都市で、自転車が走行可能な既存の空間を調査し、面

として走行エリアを分析する。そのことで、地方都市での

自転車導入の可能性について知見を得らえると考える。 

2. 研究対象地と方法 

2.1. 研究対象地 

本研究では、兵庫県豊岡市の中心市街地を対象とする。

豊岡市の中心市街地は、河口から16Kmまでの勾配がたい

へん緩やか（1/10,000 程度）な円山川が形成した平坦な地

形の豊岡盆地に位置する。市街地は、1925年の発生した北

但馬地震後の復興後の街並みを残しており、自動車の走行

は不可能であるが、自転車の走行は可能な細街路や小径が

各所に存在する（写真－１、２）。 

写真－１ 2018/6/16筆者撮影 写真－２ 2018/6/16筆者撮影 

中心市街地の道路は主要道路を除き、幅員が狭く、各所で一

方通行規制がなされている。主要交通手段が、自動車であるこ

とから、市街地に自動車が氾濫し、市街の主要道路では、自動

車の違法駐車により、片側が通行できないような状況にある。 

市街地の辺縁部は、円山川と圃場に囲まれている。堤防

の天端は舗装されているところが多く、圃場は圃場整備が

されており、農道も舗装されているところが多い。どちら

も自転車の走行空間として利用可能な道となっている（写

真―３、４）。 
気象条件としては、冬季に雪が多く、地域住民が自転車

を移動手段とすることが不向きだと考える傾向がある。し

かし、元田ら 7)が指摘する、利用者が自転車交通を控える

要因となる10℃以下、積雪の条件となるのは、冬季の12月
から3月の４カ月である。その期間を除くと、気温や降水

量は東京と差異はないという地域である。 

写真－３ 円山川の堤防天端 2016/09/18 筆者撮影 

写真－４ 豊岡盆地の圃場内農道 2016/0624 筆者撮
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2.2. 研究の方法 
本研究では、市街地での日常の移動にかかる所要時間を

調査対象とする。中心市街地の中央に位置し、日常的に来

訪者のある豊岡市役所を目的地とし、所要時間を５分から

１０分とした場合の往路・復路の到達（流入）圏を自転車

と自動車で比較分析をする。 
本研究では所要時間を以下から求めている。 
到達圏（復路）計算時は、 
所要時間=移動手段への乗り込み時間＋走行時間 

とし、流入圏（往路）計算時は、 

所要時間=走行時間＋駐車位置から目的地までの時間 
とした。 
走行時間は、豊岡市の中心市街地の自転車が通行可能な

空間を調べ道路ネットワークデータベースとして構築し、

地理情報システム（GIS）で最短時間での走行をシミュレー

ションした値から求める。道路ネットワークは、国土地理

院淡色地図（2500）を基本データとし、自転車の走行可能

性を現地調査し、ＴＣＩ道路地図データベース V2015(1)に

道路の一方通行の規制情報も含め追加編集を行い、道路ネ

ットワークデータの構築を行った。 
移動手段への乗り込み時間は、目的地を市役所とした往

路では、自転車と自動車の差異はないと仮定した。また、

自転車の駐輪場より自動車の駐車場の方が一般的には離れ

ていることが多いと想定できるが、定量的な調査は困難な

ため時間加算を行わなかった。復路では、市役所玄関より

移動手段への乗り込み時間を考慮した。 
自転車の移動範囲のシミュレーション対象は、一般自転

車（通称、「ママチャリ」）を基本とし、舗装されていない

農道は走行空間から排除した。走行速度は、時速14.6Kmと

した(2)。対象地での旧中心市街地の道路（図－１）は、自転

車専用通行帯、自転車走行指導帯は指定されておらず、自

転車歩行者道の走行や細街路、路地などの小径の走行を考

慮し20%の減速設定を行った。 

図－１ 中心市街地の道路 

自動車の走行速度は、公益財団法人日本道路交通情報セ

ンターの VICS データなどの参照も想定したが、すべての

道路が網羅されていないことを考慮し、物流の配送シミュ

レーションで利用されている表－１の速度設定を用いて到

達圏・流入圏のシミュレーションを行った。 
表－1 自動車速度設定

道路種別 速度（Km/h） 

旧一級国道（注１） ５０ 

一般国道 ４０ 

山間部の一般国道（注２） ３０ 

主要地方道・一般都道府県道 ３０ 

山間部の主要地方道・一般都道府県道（注２） ２０ 

指定市の一般市道・その他の道路 ２０ 

（注（注１）路線番号が１００番未満の一般国道で、下記（注２）に属さないもの。  

（注（注２）２０度以上の屈曲が３回以上ある道路。 

出典：アドバンスト・コア・テクノロジー社 物流シミュレーションデフォルト値 

移動手段への乗り込み時間および駐車位置から目的地ま

での時間は、駐車位置から目的地までの、実測の調査デー

タをもとに、自転車は33.1秒、自動車は79.2秒を設定し

た。自転車と自動車の場合の差は、駐車位置の違いと駐車

にかかるパーキング動作にかかる所要時間の差が影響して

いると思われる。8) 

3. 先進地域について 
3.1. ヨーロッパの自転車導入状況 
 分析に先立ち、自転車導入の先進地域である海外の事例

と我が国における取組状況を整理する。 
自転車先進国のヨーロッパでは、移動手段としての自転

車の地位が急速に向上している。前ロンドン市長のボリス・

ジョンソンの「自転車革命」は、2000 年から 15 年間でロ

ンドン市内のクルマは半減させサイクリストを 3 倍とし

た（写真－5、6）。欧州委員会の推進する「CIVITAS―持続

可能なエネルギーと都市交通の実現を目的とする政策プロ

グラム」が2002年から始まったこともあり、ヨーロッパ全

体で、自転車を取り入れた都市交通計画が策定され実施さ

れている。2016年1月にはドイツで自転車専用高速道路が

開通し、デンマークの自転車専用道路では、路面はアスフ

ァルト舗装され、LEDライトによる誘導灯もあり、信号で

停まる必要がない専用道路となっている（写真－7、8）。 
■ロンドン（イギリス） 

 

減速設定道路 

写真－５      2018/4/4撮影   写真－６ 2018/4/4撮影 
ロンドン市内の通称「ボリスバイク」（レンタルサイクル）。市内

各所設置され移動手段としての利便性を提供している。 
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■コペンハーゲン（デンマーク） 

写真－７ 2018/6/16撮影 写真－８ 2018/6/16撮影 

3.2. 日本の状況 
国土交通省が2013年10月に発表した「自転車ネットワ

ーク計画の策定状況に関する調査結果」によると、53市区

町村が、自転車ネットワーク計画を策定しており、その分

布は図－２の通りである。 

図－２ 自転車ネットワーク策定済み自治体 

前述したように、気温が10℃以下、積雪、降水になると

自転車利用が減少するという研究がある 7)が、自転車ネッ

トワークの策定地域は、気象的に不利な地域にも分布して

いる。また、小島ら 6)は、「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン」の準拠状況は、自治体により、「相当の差

がみられる」と指摘しており、地域のより独自の形態で整

備が進められている状況が推察される。 

4. 自転車と自動車走行エリアシミュレーション 
自転車の走行可能空間として登録した道路ネットワーク

データベースに対し、GIS を使って、目的地への流入圏と

目的地からの到達圏を自動車と自転車で比較を行った。 
4.1. 所要時間を5分とした流入圏・到達圏 
市役所を目的地とした場合の流入５分圏をシミュレーシ

ョンすると図－３の結果が得られた。外周の実線が自転車

を、内側の破線が自動車を利用した場合である。 

図－３ 市役所への５分流入圏 

次に、市役所を発地とした場合の到達５分圏をシミュレ

ーションすると図の結果が得られた。実線が自転車を利用

した場合、破線が自動車を利用した場合である 

図－４ 市役所からの５分到達圏 
５分という所要時間を想定した場合は、到達圏の一部（図

－４の破線円）で自動車の方が遠くまで到達しているが、

中心市街地を包摂しているのは自転車のエリアである。研

究対象地においては、近距離の移動手段として自転車が有

効であることがわかる。 
豊岡市の中心市街地は昭和初期に進められたインフラ整

備をベースに、現在の道路環境が形成されている。このよ

うな地域では、市街地の道路の幅員が狭く、自動車の一方

■2012年時点で計画策定済み 

■2013年計画策定 

自転車 

自動車 

自転車 

自動車 

自転車の流入圏 

自動車の流入圏 

自転車の到達圏 

自動車の到達圏 
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通行が設定されおり（図―

５）、自転車の方が効率的

なルートの選択が可能に

なる。このことが、移動の

所要時間に大きく影響し

ている。 

4.2. 所要時間を10分とした流入圏・到達圏 
 所要時間を10分とすると以下のような結果となった（図

－６、７）。 

 

 

10分圏になると自動車の移動可能エリアが広くなり、自

転車に比べて有利になることがわかる。その反面、研究対

象地の場合は、自転車の10分圏で、ほぼ市街地のエリアを

カバーしていることも示している。 
4.3. 考察 
本研究では、研究対象地が、自転車専用通行帯、自転車

走行指導帯を持たないため、市街地の中心部では自転車の

移動速度を実態に即して20％の減速設定し、シミュレーシ

ョ分析を行った。現状の走行環境でも自転車の有用性を示

す結果となった。縮退する地方都市においては、再開発に

より自転車走行空間を創出するのではなく、既存空間を捉

えなおし、自転車ネットワーク計画を策定し実施すること

で、自転車が利便性の高い代替交通手段として機能する可

能性があると考えられる。 

5. まとめ 
本研究では、自転車が走行可能な既存の空間（細街路、

路地、堤防天端、農道）を自転車走行空間として捉え、自

転車の流入圏、到達圏のシミュレーション行った。結果を

整理すると以下の通りで、地方都市での自転車の移動手段

としての可能性を示すものと考える。 
１）５分圏のシミュレーション分析によると中心市街地の

移動手段としては、自動車より自転車の方が優位である。 
２）１０分圏のシミュレーション分析によると流入圏、到

達圏ともに自動車が広範囲の移動可能エリアとなり自転車

より優位である。 
３）１０分圏の自転車の流入圏、到達圏は中心市街地をほ

ぼカバーする。 

謝辞：本研究では、長野光孝氏よりロンドンの現地写真（写真－５、６）、
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（2）国土交通省が2009年に香川県の高松市で2447人を対象に行った調査

で、幼児や児童、高齢者をのぞく一般人や学生の走行速度は平均で時速
14.6kmとしており、その速度を適用している。 
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図―５ 市街中心部の一方通行の状況 

図―６ 市役所への10分流入圏 

図―７ 市役所からの10分到達圏 
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GPSログデータを用いた京都市観光におけるレンタサイクルの回遊特性 

―外国人観光客を対象に― 

京都府山城広域振興局 加畑 敦嗣 

愛媛県南予地方局  大西 諒 

大阪工業大学工学部 山口 行一 

1. 背景・目的 
日本政府観光局（JNTO）によると、日本国内へ訪れる外

国人観光客が増加しており、今後もさらなる増加が予想さ

れている 1)。京都市は、世界で最も影響を持つ旅行雑誌の

ひとつ「Travel + Leisure」誌にて、文化・名所・食などを採

点基準にして世界一の都市を選ぶ「ワールドベストアワー

ド」で、6年連続でベスト10にランクインするなど、世界

でも有数の観光都市である 2）。 
 近年、自転車は観光の手段として活用されており、「サイ

クルツーリズム」などと呼ばれている。京都市内では、日

本人に限らず、外国人観光客も、レンタサイクルを利用し、

観光を楽しんでいる。 
自転車に関わる研究蓄積は多い 3）。例えば、矢島らは、

しまなみ地区における自転車観光の実態をアンケート調査

を用いて分析しており、走行形態を3タイプに分類し、使

用金額、立ち寄り数から観光客の特徴を明らかにしている
4）。さらに、杉本らは、長野県安曇野市を対象に、レンタ

サイクル利用者の回遊行動の実態を明らかにしている 5）。 
既存研究では、観光の観点からは日本人観光客を対象に

したものが多い。今後、さらなる増加が予想される訪日観

光客のサイクルツーリズムについては研究蓄積が少ない。

また、回遊特性の分析には、アンケート調査が多く用いら

れており、回答者の記憶が鮮明でなければ時間や走行経路

は、不確かな部分を含んでしまう。 
そこで、本研究では、京都市においてレンタサイクルを

利用する観光客の中でも、外国人観光客に注目し、GPSで

走行軌跡をとることにより、走行経路や訪問施設数などと

いった基本的な回遊特性を明らかにすることを目的とする。 

2. 調査概要 
⑴調査内容 

本研究で行った調査内容を表-1に示す。京都サイクリン

グツアープロジェクト（以降：KCTP）京都駅サイクルタ

ーミナル前店から自転車を借り、返却をする外国人観光客

を対象にアンケート調査とGPS調査を行った。なお、連日

のレンタルを希望する観光客、ツアー参加者は調査対象か

らは除外した。回答者には、アンケート用紙とGPS計測器

を常に持ち歩いてもらい、アンケート用紙はそれぞれの目

的地に着いた時点で到着時刻、目的地の名称、目的を記入

してもらう。 

⑵ 調査対象地域 
本研究の調査対象地域は、図-1に示す京都市内である。

また、分析を行うにあたり、京都市内を洛中地区、東山地

区、洛南地区、洛北地区、洛西地区の5つの地区に分類し

た。 
⑶ 走行履歴データの概要 
今回の調査ではGPS計測器「旅レコ(GPSLOG)」を用い

て5秒間隔で走行位置などの計測を行った。旅レコは走行

ルートのほか、標高、走行速度、緯度経度などが記録でき

る。 

3. 調査結果 
(1) 個人属性 
図-2は、回答者の個人属性を示している。性別は、「男

性」が63.3%となった。年齢は、「30代」が最も多く60.0%、

「20代」が26.7%となった。国籍はヨーロッパ圏が50%、

アジア圏が23.3%を占めた。自国での自転車の利用頻度は

「毎日」、「週に2から3回」が各20%となった。 
表-1 調査内容 

調査方法 アンケート調査(英語)、GPS調査 

調査日 
2017年10月27日、10月30日、11

月1日～11月5日の計7日間 
回収数 30件 

アンケート内容 
個人属性、訪問場所、出発・到着時刻、

訪問できなかった場所、走行ルートを

選択した理由、1日を通して困った点 

調査協力(発着点) KCTP京都駅サイクルターミナル前店 

図-1調査対象地域と地区の分類 
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(2) 総観光時間・走行距離・訪問施設数 
図-3に今回の調査で得られた30件のGPSログデータか

ら得られた調査の結果を示す。回答者の総観光時間は「6
時間台」と「7時間台」が各30%、次いで、「8時間台」が

26.7%であった。走行距離は「30km台」が40.0%、「40 km
台」が20.0%の順に多かった。訪問施設数は「5箇所」が

30.0%と最も多く、次いで、「6箇所」と「8箇所以上」が

16.7%となった。 
(3) 地区別訪問施設 
図-4に回答者が訪れた主な施設を地区別に示す。東山地

区の17施設、洛中地区の11施設、洛西地区の7施設、洛

北地区と洛南地区の5施設を訪問していた。特に訪問が多

かった施設は、清水寺が15件、金閣寺が10件、銀閣寺が

8 件、伏見稲荷が 8 件、京都御所が 5 件、二年坂が 5 件で

ある。 
(4)地区別の平均総観光時間・滞在時間・移動時間 
図-5は地区別平均の総観光時間・滞在時間・移動時間を

示している。総観光時間は、レンタサイクルの利用時間で、

地区別総観光時間は、対象地区を訪問した回答者が過ごし

た時間の平均である。滞在時間は、回答者が自転車を降り

て観光施設などを訪問している時間である。地区別滞在時

間は、対象地区を訪問した回答者の滞在時間の平均である。

なお、回答者が自転車を押しながら散策している場合もあ

ることから、GPS ログデータ上で 10 分以上時速 5km/h 未

満で走行している場合を滞在時間とした。移動時間は、回

答者が自転車で移動している時間で、地区別移動時間は、

対象地区内で回答者が移動にあてた時間の平均である。 
5つの地区の平均は、総観光時間が158.3分、滞在時間が

92.6分、移動時間が65.8分となった。地区別総観光時間は

東山地区が195.5分、洛西地区が172.8分、洛南地区が158.3
分の順で高くなった。地区別滞在時間と地区別移動時間を

比べると、すべての地区で、平均滞在時間が平均移動時間

を上回っている。平均滞在時間は東山地区が最も多く121.2
分、洛南地区が99.0分、洛西地区が96.6分の順に高くなっ

た。平均移動時間は洛西地区が最も多く76.2分、洛中地区、

東山地区が74.3分となった。 
(5) 地区別時間帯別来訪比率 
図－6に地区別の時間帯別来訪比率を示す。時間帯別来

訪比率は、対象地区を訪問した総回答者数に対する到着し

た時間帯別の回答者数を比率で表したものである。 
洛中地区、東山地区はどの時間帯でも来訪がある。洛中

地区は11時台～13時台にかけて最初のピークがあり、そ

の後15時台に2回目のピークがある。1回目は洛中地区を

訪問後、東山地区や洛北地区に多く訪問している。2回目

のピークは、主として東山地区や洛南地区から洛中地区を

訪問したものである。東山地区は、午後にピークが来てお

り、他地区を訪問後、東山地区を訪れている回答者が多い。 
洛南地区は、午前中から来訪者が徐々に増え、12時台に

ピークを迎えている。伏見稲荷を訪問する回答者の多くが、

KCTPを出発後最初に伏見稲荷を訪れる傾向があり、その 

図-2 個人属性 

図-3 総観光時間・走行距離・訪問施設数 

図-4 地区別訪問施設 

図-5 地区別の平均総観光時間・滞在時間・移動時間 
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図-6 地区別時間帯別来訪比率 

後東山地区などを訪問している。 
洛北地区は、12時台から14時台にピークがみられる。

金閣寺と龍安寺は発着点であるKCTPから遠いことと、洛

北地区に向かう経路上の観光施設を訪問してから到着する

ことが考えられる。洛北地区を訪問後、洛西地区、東山地

区、洛中地区に移動している。 
嵐山のある洛西地区は午後に、特に15時にピークを迎え

る。洛北地区に立ち寄ってから、洛西地区を訪問する人が

多いため、洛北地区の後に洛西地区のピークが来ている。 
(6) 回答者の走行軌跡 
回答者の移動を視覚的にわかりやすく示すために、時間

断面ごとの走行位置をもとにカーネル密度推定を行った。

なお、表示に用いた走行位置は各時間帯の1時間分であり、

カーネル関数は正規分布とし、バンド幅は250mとした。

密度が高い場所は赤色で、密度が低い場所は青色で示す。 
図-7～図-10は時間別カーネル密度推定の結果を示す。紙

面の都合上10時台、14時台、15時台、18時台のみ示す。

また、図内に描かれている実線の楕円は、特に密度が高い

傾向がある場所を示し、矢印は観光客の移動の方向を示し

ている。

10時台は、発着点となるKCTPを中心に、回答者が京都

御所や、伏見稲荷へ移動している様子がわかる。その後、

観光客は各観光地に広がっていく。 
14時台は、東山地区や洛北地区に回答者が滞在している。

金閣寺周辺で滞在していたグループが、嵐山周辺へ移動す

るグループと、二条城や清水寺周辺へ移動するグループに

分かれていることがわかる。 
15時台は、嵐山周辺で滞在しているグループと、清水寺

や銀閣寺周辺で滞在するグループ、二条城周辺で滞在する

グループ3つに分かれていることがわかる。 
最後に、18時台は、各地区を訪れていた観光客がKCTPに

帰っている様子がわかる。密度が高い場所がKCTP周辺で

あり、ほとんどの観光客が自転車を返却あるいは返却に向

かっていると判断できる。 

4. 総観光時間への影響要因の分析 
⑴ 分析概要 

図-7 観光客の走行軌跡（10時台） 

図-8 観光客の走行軌跡（14時台） 

図-9 観光客の走行軌跡（15時台）

図-10 観光客の走行軌跡（18時台） 
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 数量化Ⅰ類分析によって、回遊行動に影響を及ぼす要因

を明らかにする。使用データは、表－1に示したアンケー

ト調査で回収した内容である。全回答者数が30件と少ない

が、参考まで分析を試みることとした。目的変数は総観光

時間とし、説明変数は「個人属性(性別、年齢、自国での自

転車の利用頻度)」、「訪問施設数」、「移動距離(km)」、「出発

時間(分)」を用いて分析を行う。なお、「出発時間(分)」は

KCTPが開店する9時を0分と考え、9時から何分後に出

発したか、「移動距離(km)」は全回答者の平均移動距離であ

る33.6kmよりも長いか短いかをデータとした。 
表-2は目的変数に総観光時間を設定した時の要因分析の

結果を示している。重相関係数は全体としての推定精度を

表すもので、今回、総観光時間の重相関係数は0.936と高

い結果となった。また、総観光時間と各アイテム間の相関

比は「出発時間(分)」が0.693、「訪問施設数」が0.365、「移

動距離(km)」が0.271と比較的良好な値となったが、「自国

での自転車の利用頻度」が0.135、「年齢」が0.028、「性別」

が0.007と低い値となった。以下では、総観光時間での、

影響要因について考察する。 
⑵ 総観光時間への影響要因 
まず、レンジと偏相関係数の大きさから、総観光時間に

最も寄与している要因は、「出発時間(分)」であり、次いで、

「訪問施設数」、「移動距離(km)」、「自国での自転車の利用

頻度」の順で寄与していることがわかった。 
次に、カテゴリースコアの符号から、「出発時間(分)」が

9時台、10時台で総観光時間が長くなり、11時台、12時以

降は短くなる。「訪問施設数」は5箇所以下で総観光時間が

短くなり、6箇所、7箇所、8箇所以上で長くなる。「移動

距離(km)」では平均移動距離より長くなればなるほど総観

光時間が長くなる。「自国での自転車の利用頻度」は毎日自

転車に乗っている観光客ほど総観光時間が長くなり、週に

2-3回、週に1回と、頻度が低くなるにつれて短くなる。 
さらに、寄与度は小さいものの、カテゴリースコアの符

号から、性別では女性より男性の方が総観光時間は長くな

り、年齢では30代、40代より20代の方が総観光時間は長

くなっていた。 

5. まとめ 
本研究では、レンタサイクルを利用する訪日外国人観光

客の回遊の特徴について明らかにすることができた。また、

京都市を地区ごとで分析することにより、観光客が多く訪

れる時間や、どのような施設に訪れているかを明らかにす

ることができた。そして、データが少ないものの、数量化

Ⅰ類分析を行い、モデル式を構築することにより、訪日外

国人観光客の回遊行動に影響を及ぼす要因を明らかにする

ことができた。 
今後の課題としては、まず、引き続きデータの蓄積を行

い、回遊特性を明らかにし、分析の精度を高めたい。 
今回の調査では、GPSログデータを用いることで、回答

者の負担を低くでき、走行軌跡などの多くのデータを正確 

表-2総観光時間の影響要因分析結果 

に得ることができた点は良かったが、外国人観光客が日本

の施設・地名などに不慣れであっても、アンケート調査で

記入していただいた訪問先と訪問目的がないと、小休憩や

観光のために自転車をゆっくり走行しているのか判断がつ

かない部分があったことや、GPSが単独測位式であるため、

データが乱れている個所も散見された。今回はそうした状

況を踏まえ、1つ1つのデータをすべて追ったが、今後は

観光の実態をより簡便にとらえられるような判断基準につ

いても検討を行ってみたい。 
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説明変数 カテゴリー カテゴリースコア レンジ 偏相関係数 

訪問施設数 

5 箇所以下 -26.054 

67.624 0.703 
6 箇所 16.633 

7 箇所 31.461 

8 箇所以上 41.571 

移動距離 
長い 15.566 

35.923 0.485 
短い -20.356 

性別 
男 3.538 

9.649 0.155 
女 -6.111

年齢 

20 代 10.649 

14.859 0.227 30 代 -3.798 

40 代以上 -4.209 

利用頻度 

毎日 15.201 

28.349 0.336 

週に 2－3 回 -12.512 

週に 1 回 -6.528 

月に 2－3 回 -1.905 

月に 1 回 -13.147 

乗らない 5.395 

出発時間 

9 時台 55.356 

118.851 0.814 
10 時台 24.243 

11 時台 -52.143 

12 時以降 -63.495 

定数項 426.667 - - - - 

重相関係数 0.936 
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京都市三区（中京区・下京区・東山区）における簡易宿所営業の立地の特徴に関する研究
－地価と用途の変更に着目して－ 

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	 	 和泉	 汐里	
龍谷大学政策学部	 	 田中	 優大	 	
龍谷大学政策学部	 	 筈谷	 友紀子 

龍谷大学政策学部教授	 	 阿部	 大輔	

１ はじめに 
⑴ 研究の背景と目的 
	 わが国では、2007年の観光立国推進基本法の施行や2008
年の観光庁の設立以降、年々外国人観光客数が急増し、こ

れに伴い宿泊ニーズが高まっている。京都市も例外でなく、

2016年には宿泊客数、外国人宿泊客数ともに過去 高を記

録した。インバウンドの急成長は大きな経済効果が期待さ

れる一方、近年その宿泊客を受け入れる宿泊施設と地域と

の摩擦が生まれつつある⑴。Airbnb に代表される民泊サー
ビスの登場と定着を背景に、いずれも旅館業法のうち規模

の大きなホテル・旅館ではなく、小規模な簡易宿所営業の

形態が急増している。京都市においても簡易宿所営業は極

端な増加傾向にある。しかしながらそれらに対する立地コ

ントロールなどの法的規制は不在である。インバウンド観

光は依然として好調であるが、地域は宿泊施設の増加によ

り、住環境の悪化や地域産業の衰退といった問題の発生が

懸念される。 
	 そこで本研究は、京都市三区（中京区・下京区・東山区）

を対象に、①簡易宿所の立地動向を明らかにするとともに、

②その立地と地価との関係性、③簡易宿所の従前の建物用

途の調査から、簡易宿所の立地の特徴を明らかにすること

を目的とする。 
⑵ 既往研究の整理 
	 釜ヶ崎における簡易宿所が福祉マンションへ転換するプ

ロセスを報告した水内ら（2002）や山谷地域における宿泊
施設の変容と日雇い労働者の生活空間の縮小の関係性を論

じた鈴木ら（2011）など、ドヤ街における簡易宿所に関す
る研究は多く見られる。また、簡易宿所における新たな宿

泊形態として近年注目を集めているゲストハウスに関する

研究では、観光動向の観点からゲストハウスの出現を考察

した石川（2014）、ゲストハウスが若年層の交流、消費の域
内への分散の可能性を示唆した石川ら（2014）などが見ら
れる。しかし、インバウンド観光に起因する一連の簡易宿

所営業全体の増加の傾向、その立地動向や地価との関係を

指摘した論文は、管見の限り不在である。 
⑶ 研究の対象と方法 
	 本研究では、旅館業法上の「簡易宿所営業」に種別され

る簡易宿所施設を対象とし、その立地の特徴を明らかにす

る。そのために京都市の公開する「旅館業施設一覧」を用

いて施設所在地を把握し、より具体的な立地を特定するた

めに現地調査を行い、近年の簡易宿所の立地動向を把握す

る。また、住宅地図を用いて簡易宿所の従前の用途を確認

するとともに、国土交通省と都道府県の公開する地価をも

とに簡易宿所の立地と地価との関係を考察し、その立地の

特徴を明らかにする。 

２ 京都市における簡易宿所の立地動向 
⑴ 京都市における簡易宿所の急増 
	 京都市におけるホテル数は微増、旅館数は減少する一方

で、簡易宿所は 2017年時点で 2291軒⑵と 5年間で約 6倍
増えている（図－１）。特に2016年以降の増加が顕著であ
る。簡易宿所は旅館業法上の宿泊施設の約8割を占める。
2017年に新たに営業許可を取得したホテル数は 32軒、旅
館数は 4軒であったのに対し、簡易宿所営業は 2014年に
79軒、2015年に246軒、2016年は813軒、2017年に871
軒と急激に増加している。 
	 簡易宿所の立地を見てみると、約 6割の 1294軒が中京
区、下京区、東山区に集中している⑶。以上の三区は商業・

観光機能の集積した京都市の中心市街地であるため、イン

バウンド観光による宿泊需要の影響を受け、簡易宿所が新

規立地しているとみられる。 

図－１ 京都市における旅館業許可施設数の推移 

京都市「許可施設の推移（平成30年3月現在速報値）」をもとに筆者作成 

⑵ 簡易宿所の分布からみる立地動向 
	 図－２は2014年までに開業した簡易宿所と2015年以降
に開業した簡易宿所を分類し、その立地を表している。三

区の用途地域は、東山区では概ね北部地域が、中京区・下

京区では大宮通りを境に東側が商業地域・近隣商業地域で

あり、京都市の核心地域を形成している。2014年までに開
業した簡易宿所は、このようなエリアに集中して立地して
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いたが、2015年以降に開業した簡易宿所の立地傾向は大き
く異なる。 
	 2014年までに開業した簡易宿所をみると、下京区では烏
丸通り沿いに集中立地しており、東山区では北部の商業地

域周辺に、中京区ではわずかに点在するのみである。これ

らのエリアは、寺社仏閣や祇園四条の繁華街など観光資源

も豊富で交通至便な地域であるため、宿泊施設が多く立地

してきた。しかし、新たに開業した簡易宿所の多くは、東

山区南部、中京区・下京区の堀川通り以西といった住居と

しての性格の強いエリアへ立地する傾向がある。例えば、

朱雀第二元学区は 2014 年以前に開業した簡易宿所は一つ
もないが、2015年以降に開業した簡易宿所は 32軒と急増
している。京都市三区における簡易宿所の急増現象は観光

地・商業地においてのみに発生するものでなく、これまで

宿泊施設の立地に選択されてこなかった地域にも進出し、

無秩序に拡散している。 
⑶ 地価からみる簡易宿所の立地動向 
	 図－２では、明らかになった簡易宿所の分布と元学区ご

との地価とを重ね合わせた⑷。一般的に、人口が集中し、商

業など都市機能の活動がさかんである地価の高いところ、

もしくは地価上昇率の高いところに宿泊施設は立地する傾

向にあった。石澤ら（1991）によれば、宿泊施設は都市内
外からの人々の集まる結節点、すなわち都心地域を指向す

る傾向があると指摘した。また、池田（2017）は京都市に
おける簡易宿所の分布傾向について、東山区の観光地周辺

と交通利便性の高い下京区の京都駅の北側に多く分布して

いると指摘した。本稿の立地調査においても、2014年以前
に開業した簡易宿所は地価が高く、地価上昇率も高い東山

区北部の観光地周辺や下京区の京都駅北部の交通至便なエ

リアに立地していた。一方で、2015年以降に開業した簡易
宿所は、地価の低いエリアに多く立地している。2014年ま
でに開業した簡易宿所の立地する平均の地価は平米あたり

約76万円、2015年以降に開業した簡易宿所では約60万円
と、両者の立地動向は地価から見ても大きな違いが認めら

れる。 
	 すなわち、2015年以降に開業した簡易宿所は、地価の高
い商業地や観光地としての特性が強いエリアではなく、地

価が低く、比較的居住性の高い下京区・中京区西部、東山

区南部へと立地する傾向に変化しているのである。 
	 以上のことから考えると、地価が簡易宿所の立地動向に

図－２ 京都市三区における簡易宿所の立地動向と元学区ごとの地価 

国土交通省「標準値・基準値検索システム」をもとに筆者作成 
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差異をもたらす一因となっていることが推察される。 

３ 簡易宿所の従前の用途からみる地域への影響 
⑴ 地域構造の変容の可能性 
	 図－３は、2014年時点の住宅地図を参照し、2015年以降
に立地した簡易宿所の従前の建物用途を示している⑸。図

－３によれば、三区のいずれも住宅であった土地に簡易宿

所が立地しているパターンが も多く、その割合は簡易宿

所の半数近くを占めている。先述の通り、立地動向は近年

住宅地に拡大しており、とりわけ住宅が簡易宿所に転換さ

れている割合が高いことから、当該地域での住宅用途の駆

逐が懸念される。 
	 東山区の五条通り北に位置する六原元学区は、三区の中

でも清水元学区と並んで簡易宿所が 70 軒と も多く立地

している地域である。学区内の街路は約6割が4メートル
未満の細街路であり⑹、木造家屋の密集する居住用途とし

ての性格が強い。六原元学区には、簡易宿所の増加による

影響が出始めている。六原まちづくり委員会⑺委員長の菅

谷幸弘氏によれば⑻、宿泊施設建設のために住民が退去を

迫られるケースが増えつつある。パターンは2つある。ま
ず、複数の土地を持つ所有者が自ら宿泊施設を手がけ、そ

の際に借家人に立ち退きを要求するケースである。次に、

複数の土地を有する所有者が宿泊施設事業者に土地を売却

し、事業者が借家人に立ち退きを要求するパターンである。

元々の所有者は複数の土地を有しており、合筆することに

より規模の大きな宿泊施設を建設することでより多くのベ

ッド数を確保し、収益をあげようとする。六原元学区では

こうした事例が3件あり、うち1件はすでに店舗等3棟を
取り壊し、建設工事に着手している。3件合わせて11棟に
住んでいた借家人たちは現在立ち退きした、若しくは立ち

退きを迫られている。借家人たちは六原元学区内で新たに

物件を探そうとしていたり、高齢のため介護施設への入居

を余儀なくされている。居住者の立ち退きは古くからのコ

ミュニティに変質を迫りつつあることが推察される。 

（左）写真－１ 既存物件を簡易宿所に転用している 

（右）写真－２ 路地奥の建物であっても簡易宿所に改修されている 

⑵ 地域内生業の減退の可能性 
	 図－３によれば、中京区・下京区では従前の建物用途の

うち、事業所が約 1/4を占めている。その内訳を見ると、
中京区では、地域の中で生業である染工場、印刷会社など

の製造業の割合は 14%、下京区では医療業が 7％消失して
いることも注意して捉えるべきだろう（図－４）。 
⑶ 簡易宿所による空き家の活用 
	 簡易宿所の立地が地域課題の解決に寄与することもある。

京都市内の空き家率は14.0％と高く、問題視されている。
三区の空き家率は中京区が 11.8%、下京区が 15.1%、東山
区が22.9%である⑼。京都市の空き家率の平均を大きく上回

中京区

中京区

下京区

下京区 東山区

東山区

図－４ 従前の用途「事業所」の内訳（住宅地図2014をもとに筆者作成） 

 

中京区

中京区

下京区

下京区 東山区

東山区

図－３ 2015年以降に立地した簡易宿所の従前の建物用途（住宅地図2014をもとに筆者作成） 
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る東山区では、空き家から簡易宿所に転換されるケースが

多い（図－３）。簡易宿所の立地が、ハード整備の面で地

域課題を解決する可能性が示唆される。	

４ まとめ 
	 本稿では、京都市三区（中京区・下京区・東山区）にお

ける急増する簡易宿所の立地動向を明らかにすることを試

みた。本稿の考察から、以下の点が明らかになった。 
	 第一に、これまで宿泊施設の類型として優勢ではなかっ

た簡易宿所が急増していることがあげられる。その数は

2012年から 2017年までの 5年間で約 6倍に増えており、
旅館業法上の宿泊施設のほぼ8割を占めている。 
第二に、近年立地する簡易宿所の立地パターンに地価が

影響を与えていることがあげられる。 も影響が強かった

のは中京区であり、これまでほとんど簡易宿所が立地して

こなかったが（図－２）、近年特に地価が低いエリアに立地

が集中しており、居住用途の強いエリアにも簡易宿所が拡

散していることが分かった。次いで東山区は、中京区・下

京区に比べ全体的に地価が低く、空き家の残存数も多いこ

とから、今後も簡易宿所の増加が推察される。下京区は、

2014 年以前に顕著にみられた簡易宿所の立地パターンが
残っているものの、居住用途の強いエリアにも立地が拡散

していることが明らかになった。 
第三に、簡易宿所の立地による用途の変化が地域に影響

を与えていることがあげられる。中京区では地域の生業と

して重要な役割を果たしていた染工場などの製造業が簡易

宿所に転用されており、下京区では卸売・小売業の入れ替

わりが多く、また、住民の生活に不可欠な医療業などもわ

ずかながら転用されている。東山区では簡易宿所の立地に

よる空き家の活用が進んでおり、ハード整備の面でメリッ

トがある一方で、住宅からの転換の際に住民の退去が発生

していることが明らかになった。 

補注 
(1)「民泊トラブル、新法で増加懸念 京都の住宅街」京都新聞デジ 
タル版2017年10月31日、によれば、運営者の常駐していない無
許可営業を行っていた施設が書類送検された。運営者が常駐して

いなかったためトラブル発生時の対応に住民らは苦慮していた。

(2)京都市「許可施設の推移（平成30年3月末現在 速報値）」によ
る。なお、京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧」によれば、平

成 30年 3月末現在京都市で総計2269軒の簡易宿所があるが、営
業実態が確認できないものは未掲載であるため差異が生じている。 
(3)京都市「旅館業法に基づく許可施設一覧（平成 30年 3月末現
在）」 
(4)元学区内に存在する地価公示の標準地の価格（2017年1月1日
時点）・都道府県地価調査の基準地の価格（2017年7月1日時点）
を元学区の地価として定めた。元学区内に標準地・基準地が複数

存在する場合は平均化した価格を地価として定めた。 
(5)「京都府京都市東山区住宅地図」（2014年７月発行）・「京都府京
都市下京区住宅地図」（2014年6月発行）・「京都府京都市中京区住
宅地図」（2014年5月発行）をもとに建物用途を判断した。空き家
については建物の詳細情報の表記がない建物を空き家として判別

した。 
(6)竹本（2013）による。 
(7)自治連合を基礎として2011年に発足させた組織であり、住民・
大学関係者・建築家・不動産業者・など多様な主体が空き家・防

災・などの地域課題に対し活動している。 
(8)ヒアリング実施日：2017年12月31日 
(9)京都市総合企画局情報化推進室情報統計担当「京都市の住宅の
概要－平成25年住宅・土地統計調査の集計結果から－」による 
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長浜市中心市街地における空地の位置づけと変遷に関する研究 

京都大学大学院工学研究科  平松 宏基 

１. はじめに 
１－１. 研究の背景と目的 
長浜市中心市街地は、秀吉によって造られた城下町を起

源としており、江戸時代に入り長浜城が廃城となってから

は在郷町として発展した。近年では、市街地の再整備が進

み、観光地として賑わいを見せている。 
 一方、中心市街地には空地も多く存在している。地方都

市の中心市街地における空地は年々増加している 1)ことか

ら、今後長浜市でも空地の増加が予想され、空地の利活用

方法の検討がますます重要になっていくと考えられる。そ

こで本研究では、①長浜市中心市街地における現在の空地

の位置づけを行うこと、②長浜市中心市街地における空地

の変遷と形成過程を明らかにすることの2点を目的とする。 
１－２. 先行研究 
 長浜の都市空間・都市構造に関する先行研究としては、

森岡 2)の秀吉による城下町づくりの過程を考察したもの、

金ら 3)の長浜曳山祭で行われる子ども歌舞伎の執行場所及

び劇場的空間の詳細を明らかにしたものなどが挙げられる。

しかし、長浜における空地を扱った先行研究は見られない。 
 また、歴史的な町並みにおける空地に関する先行研究と

しては、北川ら 4)の福山市鞆地区における空地の活用状況

の違いを決定づける要因について考察したもの、室ら 5)の

杵築氏城下町地区における空地と空家の発生メカニズムの

解明を行ったものなどが挙げられる。しかし、対象地域に

おける空地の位置づけを行っているものは少ない。 
 以上の点において、本研究は有益な知見をもたらすもの

であると考える。 

２. 空地利用の現状 
２－１. 調査の概要 

2017 年における長浜市中心市街地の空地の分布状況と
利用形態を明らかにするために、空地の分布調査を行った。 
調査範囲は、「第2期長浜市中心市街地活性化基本計画」

(1)にて設定されている中心市街地区域の中でも、長浜市歴

史的風致地区(2)の範囲を参考に決定した。長浜市歴史的風

致地区は、人口の減少や高齢化の進展により、連担する町

家の中に空地や空家が生じる、伝統文化の継承が困難にな

るといった課題を解決するために設定された区域であり、

長浜市の歴史的風致を維持しようとしている。本研究では、

長浜特有の歴史的風致と空地との関係性から空地の位置づ

けを考察していく。 
調査方法は、調査範囲内で確認できた空地の形と利用形

態を2017年住宅地図に記入し、空地の写真を撮影した。 
なお、今回の調査における空地は建築物が建っていない

非建ぺい地とし、そのうち、今後の利活用が望めるものを

対象とした。そのため、個人の所有する庭、寺社の敷地、

学校等の教育施設の敷地については除外した。空地の分類

を表－１に示す。 
２－２. 調査結果 
調査の結果、763 件の空地が確認できた。明らかになっ

た空地を、QGISを用いて地図上に落とし、2017年空地分
布図を作成した（図－１）。利用形態ごとの空地件数を表－

２に示す。 
 図－１、表－２より、長浜市中心市街地の空地の利用形

態として最も多いのは駐車場であることがわかった。特に、

敷地全面型駐車場は293件と全体の4割弱を占め、中心市
街地全域にわたって確認できた。一方、住居付設型駐車場

は2番目に多い利用形態であるものの、中心市街地の中で
も周縁部でより多く確認できた。 
 駐車場以外の利用形態では、路地や未利用地が多くみら

れ、どちらも中心市街地内に偏りなく一様に広がっていた。

セットバックも同様に、分布の大きな偏りは見られなかっ

た。ところが、広場は、中心市街地の中でも中心部に多く

分布し、農地は周縁部に多く確認できた。 
２－３. 長浜の都市空間における空地 
 長浜市中心市街地には性質の異なる道路が走っており、

中には長浜市の歴史的風致に関係するような道路も含まれ

ている。本節では、それぞれの道路に接している空地が、

表－１ 空地の分類 

利用形態 説明
路地 建築物と建築物の間の狭い空地。
農地 耕作が行われている空地。
公園 行政が公園として管理している空地。
敷地全面型駐車場 1つの敷地全体を駐車場として利用している空地。
住居付設型駐車場 住居と同一敷地内にあり駐車場として利用されている空地。
店舗付設型駐車場 店舗と同一敷地内にあり駐車場として利用されている空地。
広場 誰もが自由に行き来できる空地で公園を除いたもの。
セットバック 建築物の壁面を道路に対して後退させたときにできる空地で、駐車場利用されていないもの。
未利用地 手入れがされておらず、何の利用も確認できなかった空地。
その他 以上9種類のいずれにも当てはまらない空地。
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どのような特徴を持っているか考察する。 
①社寺の参道：ながはま御坊表参道、やわた夢生小路 
 ながはま御坊表参道は大通寺の、やわた夢生小路は長浜

八幡宮の参道となっている。前者では道路に接する空地の

件数は少ないが、後者では敷地全面型駐車場が多くみられ

る。 
②商店街：ゆう壱番街、大手門通り 
 長浜市中心市街地において、ゆう壱番街と大手門通りは

主要な商店街となっている。どちらの通りにおいても、接

する空地の件数は少ないが、周遊性を高める路地は確認で

きる。 
③観光スポット沿いの道路：北国街道、博物館通り 
北国街道沿いには黒壁ガラス館が、博物館通り沿いには

曳山博物館がそれぞれ建てられており、観光客が通行する

ことが多いと考えられる。道路周辺には広場が多く、観光

客が楽しめるような空地の利用形態となっている。 
④車通りの多い道路：駅前通り、外堀くすのき通り 
駅前通りと外堀くすのき通りは道路幅が広く、車通りの

多い道路となっている。大規模な敷地全面型駐車場が多く

接している。 

３. 空地の変遷―2017年、1996年、1969年を比較して― 
本章では 1996年、1969年における空地の性質を明らか

にし、それらを前章で得られた知見と比較することで、長

浜市中心市街地の空地の変遷を追う。 
３－１. 1996年から2017年にかけての変遷 

2017 年空地分布図と 1996 年の空中写真(4)・住宅地図(5)

を用いて 1996 年の空地の状態を特定し、QGIS を用いて
1996 年空地分布図を作成した（図－２）。利用形態ごとの
空地件数を表－３に示す。 
図－２、表－３より、1996年においても、敷地全面型駐

車場が最も多い利用形態だった。しかし 2017 年時点と比
較すると、1996年から 2017年にかけて敷地全面型駐車場
は95件増加していた。住居付設型駐車場に関しても75件
増加しており、どちらも1.5～2倍の増加となった。 
駐車場以外の利用形態では、広場、セットバック、未利

用地が特に増加していた。広場に関しては、中心市街地の

表－２ 利用形態ごとの空地件数（2017年）

利用形態 件数
路地 80
農地 13
公園 3
敷地全面型駐車場 293
住居付設型駐車場 159
店舗付設型駐車場 53
広場 24
セットバック 43

未利用地 76

その他 19

合計 763

写真－３ 
外堀くすのき通り沿いの敷地全面型駐車場 

（調査員撮影） 

図－１ 2017年空地分布図 

写真－２ 
北国街道沿いの広場 
（調査員撮影） 

写真－１ 
ゆう壱番街に接する路地 

（調査員撮影） 
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中心部、特に曳山博物館周辺においての増加が目立った。

一方、路地、農地、公園、店舗付設型駐車場に関しては、

大きな変化は見られなかった。 
次に、こうした空地の状態の変化を長浜の歴史と関連付

ける。まず、中心部、特に曳山博物館周辺の広場が増加し

たことに関しては、平成12 年(2000)に曳山博物館が開館し
たことが影響していると考えられる。曳山博物館の開館に

あわせて広場を整備し、より多くの人が博物館に足を向け

るようにしたのだと思われる。 
一方、「長浜市中心市街地活性化基本計画」(3)では、来街

者が多くなる行楽シーズンや土日祝日には、駐車場不足が

顕在化しているとの指摘があった。観光客が増えたことに

より、空地を駐車場として利用する場合も増えていると考

えられる。 

３－２. 1969年から1996年にかけての空地の変遷 
1996 年空地分布図と1969 年の空中写真(6)、1970 年の住

宅地図(7)を用いて1969 年の空地の状態を特定し、QGIS を
用いて1969 年空地分布図を作成した（図－３）。利用形態
ごとの空地件数を表－４に示す。 
図－３、表－４より、1969年において駐車場としての利

用はさほど多くはなかったことがわかる。1996年時点と比
較すると、敷地全面型駐車場は167件、住居付設型駐車場
は35件、店舗付設型駐車場は27件の増加となっており、
敷地全面型駐車場の増加が顕著だった。分布としては、敷

地全面型駐車場が中心部で、住居付設型駐車場が周縁部で、

それぞれ特に増加していた。 
 駐車場以外の利用形態では、セットバックと広場が増加

し、公園が減少していた。広場は黒壁ガラス館周辺で特に

表－３ 利用形態ごとの空地件数（1996年） 

利用形態 件数
路地 75

農地 10

公園 2
敷地全面型駐車場 198
住居付設型駐車場 84
店舗付設型駐車場 43
広場 12
セットバック 30
未利用地 48
その他 17

合計 519

表－４ 利用形態ごとの空地件数（1969年） 

利用形態 件数
路地 71

農地 12

公園 5
敷地全面型駐車場 31
住居付設型駐車場 49
店舗付設型駐車場 16
広場 8
セットバック 15
未利用地 48
その他 24

合計 279

図－２ 1996年空地分布図 図－３ 1969年空地分布図 
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増加していた。一方、路地と農地に関しては、大きな変化

は見られなかった。 
 次に、こうした空地の状態の変化を長浜の歴史と関連付

ける。まず、駐車場、特に敷地全面型駐車場の急激な増加

である。自家用車は高度経済成長期において、クーラーや

カラーテレビとともに「3C」とよばれ、人々の間に浸透し
ていった。また、1970 年代以降は長浜駅前や郊外に大型ス
ーパーが進出したため、中心市街地における商店街の集客

力は低下し、中心市街地は一時衰退している。これらの影

響で、商店街があった中心部では特に、空き店舗が増加し

空地の発生が進み、駐車場として利用されるようになった

と考えられる。 
その後、昭和63 年(1988)に株式会社黒壁が立ち上がると、

次第に中心市街地の再整備が進んでいった。このため、黒

壁ガラス館周辺の広場は、1969 年から1996 年にかけて発
生したのだろう。 

４. おわりに 
本研究の成果は、①長浜市中心市街地における空地の位

置づけを行ったこと、②長浜市中心市街地における空地の

変遷を明らかにしたことの2点である。 
空地の位置づけに関しては、中心市街地における特徴的

な道路を例に挙げ、それぞれの道路に接する空地の状態を

考察した。社寺の参道では、ながはま御坊表参道には空地

がほとんど接していなかったが、やわた夢生小路には駐車

場として利用されている空地が接していた。商店街が形成

されている道路には、周遊性を高めている路地以外は、空

地はほとんど接していなかった。観光スポット沿いの道路

には広場として利用されている空地が接し、観光客が楽し

める利用形態となっていた。車通りの多い道路には大規模

な敷地全面型駐車場が多く接していた。 
長浜特有の歴史的風致としては、長浜八幡宮や大通寺と

いった寺社や古くから残る町家、長浜曳山祭といったもの

が挙げられる。長浜における空地はこれらの歴史的風致を

損ねてしまう側面を持っているといえる。例えば、やわた

夢生小路は長浜八幡宮の参道であるにも関わらず、多くの

空地が接してしまっている。一方、歴史的風致とは違った

長浜の魅力を創出している空地も存在している。例えば、

北国街道や博物館通りに接する空地の多くは広場として利

用され、観光客が楽しめるようになっている。このように、

長浜における空地には、歴史的風致を損なうものと、新し

い都市の魅力を創出するものが存在している。 
空地の変遷に関しては、1969年から1996年にかけては、

高度経済成長により自動車の利用が急増したことや、郊外

に大型店舗が立地し中心市街地の商店街の集客力が低下し

たことから、特に中心部では空き店舗の増加から空地の発

生につながり、駐車場としての利用が増加した。一方、株

式会社黒壁が設立してからは、黒壁ガラス館周辺に広場が

発生した。1996年から 2017年にかけては、中心市街地の
再整備が本格化し、特に曳山博物館周辺に広場が増加し、

中心市街地の魅力の1つとなっている。一方、観光客の増
加により駐車場不足が顕在化しているため、駐車場として

の空地利用も増加している。 
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大阪市梅田地下街における避難行動に関する分析 

大阪府都市整備部 魚返 梨那 

神戸市建設局 糸川 愛美 

大阪工業大学工学部 山口 行一 

1. はじめに 

巨大地震による津波や台風による大都市地下空間の浸水

危険性は依然として残っている。大阪市では多数の地下街、

地下鉄駅のほか、大規模な商業施設が多く存在することか

ら、津波の甚大な被害が考えられる。  

地下街での災害時に関わる既往研究には、歩行避難の危

険性について実物大模型を用いて実験した研究 1）、発災時

の来街者の避難行動シミュレーションの研究 2）などがあり、

蓄積が進んでいる。 

地下街浸水時は、地上の状況によって使える避難口や避

難経路が変わることや、階段での待ち行列や非常口への迷

いを考慮する必要があり、避難先まで最短経路で移動でき

ることは少ないと考えられるが、それらに焦点をあてた研

究の蓄積は少ない。 

 そこで、本研究では、地下街からの円滑な避難に資する

ため、大阪市地下街において、調査協力者に現地で実際に

歩いて避難を行ってもらい、避難行動の特性を明らかにす

ることを目的とする。 

2. 調査概要 

(1)対象地域 

 対象地域とする大阪市梅田地下街は、鉄道7駅、5つの

地下街のほか、大規模商業施設が多く存在している。対象

地域は、南海トラフによる巨大地震がもたらす津波の浸水

想定が最大で2.0ｍ3）となっていることから、浸水による

大勢の来街者の避難が必要となる。 

(2)調査内容 

 南海トラフによる巨大地震が発生した場合、被災の状況

や階段の混雑状況によっては屋外に出られないことも考え

られることから、調査は2つの条件を設定した。条件1は、

避難の際に選択する避難経路に制約をうけず、地上や地下

の経路を自由に選択でき、条件2は、地下通路だけしか経

路選択できず、地下通路に接続する建物にしか避難できな

い。対象地域の浸水想定は2.0mであるが、大阪市が3階ま

で避難することを推奨していることから、調査協力者が避

難した建物の3階に避難するまでの避難時間、避難距離を

用いて分析を行うこととした。 

調査は、大阪市梅田地下街のホワイティ梅田センターモ

ール西詰付近を避難開始位置とし、調査協力者に自分自身

で避難先を設定し、自由に経路を選択し、避難してもらう。

具体には、調査協力者は事前に実験趣旨と留意点として、

①エレベーター、エスカレーターは停止しているので階段

により避難すること、②周囲との会話はしないこと、③走

らないこと、④電車には乗らないこと、⑤ビルの3階以上

の階に避難するが、ビルに入る直前に「このビルに入る」

と著者らに伝えること、また、条件2を行う調査協力者は

「地上につながる階段は使用せずに、地下から接続してい

るビルから避難すること」を確認し、質問があればその場

で明確にしておく。その後、避難開始位置に調査協力者は

目隠しをされて移動し、「南海トラフ巨大地震が発生し、大

津波警報が発表され、大阪市から上町台地西側に避難勧告・

緊急避難指示が出されました。ビルの3階以上の階に避難

してください。」と告げられ、避難を開始する。そして、調

査協力者が、避難先として選択したビルの入口（地下1階、

地上1階などは問わない）で、「このビルに入る」と宣言し

た時点で避難終了とし、そこから3階までの移動に伴う時

間や距離については別途著者らが計測した数値を加算し、

その結果を避難時間と避難距離として用いた。調査協力者

にビル内の避難を実際に行ってもらわなかった理由は、選

択されたビルが平常時部外者に3階までのアクセスを開放

していないことがあるため、調査協力者2人以上が選択し

た避難先を対象に、著者らが調査後に建物の入口から階段

までと調査協力者が到着した階から階段で3階までの時間

と距離を実際に歩いて計測し、その平均値を用いることと

した。 

 次に、大阪市梅田地下街には多くの来街者があることか

ら、避難しようとした建物が既に避難者で満杯であること

も考えられる。このため、調査協力者には2度目の避難を

行ってもらう。調査協力者が、1 度目の避難が終了したと

宣言した後に、その場で「このビルは満杯になっていまし

た。違う避難先を探してください。」と告げられる。そして、

1 度目と同様の条件で避難してもらい、「このビルに入る」

といった時点で避難を終了する。その後、アンケートを用

いて、避難先を選定した理由などを回答してもらった。 

(3)調査方法 

調査期間は 2017 年 11 月 28 日(火)～2017 年 11 月 30 日

(木)の 9時30分～17時である。調査協力者は大学生 20人

である。調査にあたり、地下街での歩行者や照明には何も

手を加えておらず、平常時の状況である。条件1で避難す

る10人それぞれに1度目と2度目の避難を行ってもらい、

その後、条件 2 で避難する 10 人にそれぞれ 1 度目と 2 度

目の避難を行ってもらった。著者らは調査協力者の後方か

ら避難行動を撮影し、避難完了後、調査協力者と避難経路

をたどりながらアンケートに回答してもらった。避難時間

と距離の計測はスマートフォンの歩数と歩行距離の計測機

能を用いて行った。 
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3. 調査結果 

(1)個人属性 

調査協力者20人のうち、男性が16人、女性が4人であ

り、条件1は男性10人、条件2は男性6人、女性4人で

ある。年齢は20代のみである。また、梅田の利用頻度は

「ほぼ毎日」25％、「週3～5回」20％と「週1～2回」

25％となり、調査対象者の70％がよく利用している。ま

た、自分自身が方向音痴かどうか尋ねたところ、「そう思

う」と「少しそう思う」で35％、「普通」25％、「あまり

そう思わない」と「そう思わない」が40％となった。 

(2)避難先 

条件1の1度目と2度目、条件2の1度目と2度目の計

40回の避難先は、「阪急百貨店」が8人、「阪神百貨店」

が5人、「大阪駅前第1ビル」、「大阪駅前第3ビル」や

「ルクア」などが2人、「その他」は1名となった。条件

1の1度目と2度目、条件2の1度目と2度目の計40回

の避難における避難場所決定の優先要因は、「近いから」

が18人、次いで「知っている場所だったから」が12人と

なった。また、避難を開始する際に避難先を決めた人は

65％であった。 

(3)避難時間・避難距離 

表－1、表－2は避難時間・避難距離の基本統計量を示

したものである。 

条件1と条件2の計40回を対象とした全体では、1度

目の避難が、平均避難時間315秒、平均避難距離290mと

なった。2度目の避難が、平均避難時間244秒、平均避難

距離235mとなった。 

2度目の避難時間と避難距離が1度目に比べ、条件1で

は62秒と47ｍ、条件2では78秒と62m短くなった。 

また、地下と地上を選択できる条件1に比べ、地下のみ

で避難する条件2の方が、平均で、避難時間が89秒、避

難距離は103m長く、標準偏差も大きくなった。 

(4)避難経路 

調査協力者20人の避難経路の地下経路を図－1に、地

上経路を図－2に示す。 

避難開始位置の近くの阪神百貨店と阪急百貨店を避難先

として選択した人が多かったので、2つの百貨店への避難

経路がある。2つの百貨店を選択しなかった人は、ホワイ

ティ梅田を東方向に進み、その先の階段を使って地上に上

がり、南北方向に移動していた。西方向は阪神百貨店に沿

って避難している人が多かった。 

条件1では、地上に避難が可能であるので、7割の調査

協力者が地上へ上がってから避難している。まず、避難開

始位置から地上に出て1度目に選択した避難先の入口に到

着し、そこから地上を通り2度目の避難先に到着した人は

7人、1度目、2度目ともに地下のみを経路とし施設入口

に到着した人は3人となった。条件2は、地下の経路しか

選択できないので、10人とも地下から避難先入口に到着

した。 

表－1 避難時間の基本統計量  （単位：s） 

表－2 避難距離の基本統計量 （単位：m） 

図－1 地下の避難経路（全体） 

図－2 地上の避難経路（全体） 

4. 避難時間と避難率の分析 

図－3～図－4は、1度目の避難における条件1と条件2

の避難完了時間、2度目の避難における条件1と条件2の

全体（20人） 条件1（10人） 条件2（10人） 

1度目 2度目 1度目 2度目 1度目 2度目 

平均 315 244 270 208 359 281 

標準偏差 119 80 89 52 128 86 

最小値 139 161 144 165 139 161 

最大値 537 501 394 335 537 501 

全体（20人） 条件1（10人） 条件2（10人） 

1度目 2度目 1度目 2度目 1度目 2度目 

平均 290 235 238 191 341 279 

標準偏差 134 101 94 67 148 110 

最小値 78 136 78 136 105 155 

最大値 604 575 424 358 604 575 

JR大阪駅 

阪急百貨店 

阪神百貨店 

阪神百貨店 

阪急百貨店 

JR大阪駅 
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避難完了時間について、頻度分布・累積分布（避難率）を

示している。 

図－3より、条件1と条件2の1度目の避難完了時間を

比べると、条件1は180～239秒で最も頻度が高いが、条

件2は多くの階級で2件程度の頻度となっている。避難率

でみると、避難を完了した人が8割に達する時間は、条件

1が300～359秒、条件2が420～479秒であった。また、

避難率はどの時間においても条件1の方が高い。 

図－4より、条件1と条件2の2度目の避難完了時間を

比べると、条件1は、120～179秒で頻度が最も高いのに

対し、条件2は、240～299秒で頻度が最も高くなってい

る。避難を完了した人が8割に達する時間は、条件1が

180～239秒、条件2が300～359秒であった。また、避難

率はどの時間においても条件1の方が高い。 

これより、地下だけしか経路選択ができない条件2は、

地上の経路選択ができる条件1に比べて、2分程度時間が

多くかかる。しかし、今回は階段での待ち行列を考慮でき

ていないことに留意が必要である。 

また、1度目と2度目の避難率を比較すると、条件1と

条件2ともに2度目の避難時間が1度目より2分程度短く

なっている。1度目の避難先が満杯で受け入れてもらえな

かった場合、2度目の避難は比較的早く完了させる傾向が

あるといえる。 

5. 避難経路の分類 

調査協力者20人の1度目の避難先までの避難経路につ

いてクラスター分析（Ward法）を用いて分類した。使用

したデータは、対象地域を8エリアに分割し、調査協力者 

図－3 1度目の避難時間の頻度分布・累積分布

図－4 2度目の避難時間の頻度分布・累積分布 

が8つのエリアを通過したか否かである。 

分析の結果、避難経路を3つに分類できた（図5～7参

照）。阪急・大阪方面は8人、曾根崎方面は5人、阪神・

ディアモール方面は7人となった。それぞれクラスターの 

図－5 クラスター1の経路 

図－6 クラスター2の経路 

図－7 クラスター3の経路 
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特徴と経路を以下に示す。 

①クラスター1「阪急・大阪方面」(図-5参照) 

阪急百貨店を避難先としたグループが含まれている。

阪急百貨店には、地下から入る経路が1種類、地上から

入る経路が2種類あるが、地下の入口からだけでなく、

近くの階段から地上1階に上がってから避難している人

もいる。 

②クラスター2「曾根崎方面」(図-6参照) 

曽根崎警察署横の階段を通って避難したグループとデ

ィアモールへ向かう際に東梅田駅前を経路選択したグル

ープが多く含まれている。 

③クラスター3「阪神・ディアモール方面」(図-7参照) 

阪神百貨店へ避難したグループとディアモール方面に

避難したグループで構成されている。ディアモールへの

経路は2種類あり、阪神百貨店を過ぎてマルビル周辺で

合流している。 

紙面の都合で多くは説明できないが、避難を開始した地

点から避難先まで向かう途中に通過したビル（施設）の数

の平均は、条件1の1度目の避難は2.6棟、2度目の避難は

1.9棟、条件2の1度目の避難は3.3棟、2度目の避難は2.7

棟となっており、1 度目に選択した避難先に入れないと、

比較的近くのビルに避難している。 

阪急百貨店と曽根崎警察署の付近にある階段を避難経路

として利用する人が多く確認されたことに加え、東梅田駅

付近の階段は地下鉄利用者が合流することや、階段付近で

待ち行列が発生し地上に出られない人が地下街をうろうろ

するなど混雑と混乱が考えられる。 

6. 数量化Ⅰ類による避難時間に影響を与える要因分析 

20サンプルしかないが、参考として、数量化Ⅰ類によ

って避難時間に影響を及ぼす要因を明らかにする。 

目的変数は避難時間とし、説明変数にはアンケートで収

集した「方向音痴」、「避難開始時に避難場所を決めた

か」、「避難場所決定の優先要因」、「経路選択要因」の4つ

を用いた。 

 結果を図－9に示す。重相関係数は分析精度を表すもの

であり、0.755となっていることからこの分析は概ね良好

であると言える。また、レンジと偏相関係数は目的変数へ

の影響度を表すもので、その数値が高いほど影響度も大き

い。これより、「避難場所決定の優先要因」、「方向音痴」、

「経路選択要因」、「避難開始時に避難場所を決めたか」の

順に影響が強いことがわかった。カテゴリースコアの符号

から、「近いから」が避難時間を短くする要因、「その他」

が長くする要因となった。「その他」は、「道を間違えたか

ら」や「なんとなく」と回答した人であった。 

7. まとめ 

調査対象者が少ないこと、避難開始位置が1箇所である

こと、待ち行列を含んでいないことなど課題はあるが、本

研究では、地下街における避難行動に関して以下のことを 

図－8 避難時間に影響を与える要因 

明らかにすることができた。 

 阪急百貨店・阪神百貨店は避難先として選択され混雑す

ると考えられる。 

 地上へ避難可能な場合は、7割が地上へ上がった。 

 地上への階段は混雑が予想されるが、特に避難開始位置

付近と東梅田駅周辺で混雑が確認できた。 

 避難場所が避難者で満杯で受け入れてもらえない場合、

避難者は最初の避難先から近い避難施設を選択する傾向

がある。 

 地下の経路しか選択できない場合、地上に出ることがで

きる場合に比べて避難時間・避難距離ともに長い。 

 避難先を決定するにあたり重視する項目が、避難時間に

影響を与えている。 
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カテゴリー カテゴリースコア レンジ 偏相関係数 

方向音痴 

そう思う 

少しそう思う 
-54.100 

94.943 0.390 普通 10.392 

あまりそう思わない 

そう思わない 
40.843 

避難開始位置

で避難場所を 

決めたか 

決めた -12.882 

36.805 0.206 

決めていない 23.923 

避難場所決定 

の優先要因 

近いから -77.409 

190.515 0.644 

頑丈そうだったから 

高層だったから 
26.774 

知っている場所だったから 17.305 

その他 113.106 

経路選択要因 

目印 -1.456 

114.395 0.362 

感覚 -23.986 

習慣 -42.219 

目印と習慣 72.176 

その他が含まれる要因 54.793 

定数項 314.902 

重相関係数 0.755 

説明変数 カテゴリー カテゴリースコア レンジ 偏相関係数 

方向音痴 

そう思う 

少しそう思う 
-54.100 

94.943 0.390 普通 10.392 

あまりそう思わない 

そう思わない 
40.843 

避難開始位置

で避難場所を 

決めたか 

決めた -12.882 

36.805 0.206 

決めていない 23.923 

避難場所決定 

の優先順位 

近いから -77.409 

190.515 0.644 

頑丈そうだったから 

高層だったから 
26.774 

知っている場所だったから 17.305 

その他 113.106 

経路選択要因 

目印 -1.456 

114.395 0.362 

感覚 -23.986 

習慣 -42.219 

目印と習慣 72.176 

その他が含まれる要因 54.793 

定数項 314.902 

重相関係数 0.755 
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都心商業地域における歩行者による回遊行動のモデル化 
－ 事前の活動計画からの変更挙動を考慮して － 

京都大学大学院工学研究科 土生 健太郎 
神戸大学     小谷 通泰 
石川工業高等専門学校環境都市工学科 寺山 一輝 

1．はじめに 
都心商業地域を歩行者が回遊する際には，事前に計画し

ていた活動に加えて新たな活動を追加したり、計画してい

た活動の一部を中止したりする行動がみられる．都心の賑

わいを創出する上で回遊行動をいかに促進させるかが課題

となっているが，こうした事前の活動計画からの変更挙動

に影響を及ぼす要因を詳細に検討することは，そのための

方策を探る上できわめて重要な鍵となると考えられる．こ

うした問題意識のもとで，本研究では，神戸市の都心商業

地域における来街者への調査結果をもとに，このような事

前の活動計画からの変更挙動に着目して，歩行者による回

遊行動のメカニズムを明らかにすることを目的とする．具

体的には，まず変更挙動による活動空間の大きさの変化を

分析する．次に，回遊継続・帰宅，訪問メッシュの二段階

の選択構造からなる目的地の選択モデルを変更挙動の有無

別に構築し，両者の違いを考察する． 

2．使用データと回答者属性 
 本研究では，神戸市の都心部への来街者を対象とした回

遊行動調査により得られたデータを用いた．なお都心部と

しては，北野，三宮，元町，神戸ハーバーランドの各地区

とした（図-10を参照）．本調査は，平成28年8月から平成
29 年 12 月にかけて筆者らが実施したものであり，700 部
を配布し169部を回収，有効回答数は123部であった．回
答者の属性をみると，半数強が 10代・20代であった．ま
た，就業者と学生がそれぞれ38%，39%を占め，家事労働
は 9%，無職は 13%存在した．男性が 55%で，女性をやや
上回っていた．また，休日の来街が全体の53%を構成して
いた． 

3．回遊行動における変更挙動の実態分析 
(1) 回遊行動における変更挙動の概要 
本調査では，回答者による訪問店舗を以下の3通りに区

分して尋ねている．図-1は回遊行動の一例を表したもので
ある． 
・計画店舗 (A,B,D店)：事前に訪問を計画し，実際に訪

問した店舗 
・追加店舗 (E店)  ：当日訪問を追加した店舗 
・取消店舗 (C店)  ：事前に訪問を計画していたが訪

問をとりやめた店舗 
 また，得られた調査結果から，回答者を追加・取消店舗

の有無によって，以下の4通りの店舗の訪問パターンに分

類した． 
・計画型   ：計画店舗のみを訪問 
・追加型   ：計画店舗と追加店舗を訪問 
・取消型   ：計画店舗と取消店舗がある 
・追加／取消型 ：計画店舗に加えて，追加店舗と取消

店舗がある． 

図-1 回遊行動における変更挙動のイメージ 
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平
均

訪
問

店
舗

数

図-3 訪問パターン別にみた平均訪問店舗数 

図-2 店舗の訪問パターンの構成 
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図-2 は，4 通りの店舗の訪問パターンの構成比を示して
いる．図に示すように，回答者の全体の70%以上が事前計
画からの変更挙動を行っており，そのうち90%以上が当日
に訪問店舗を追加する「追加型」および「追加／取消型」

に属することがわかる．図-3は，店舗の訪問パターン別に
平均訪問店数を示したものであり，これより「追加型」及

び「追加／取消型」は，追加行動を行わない「計画型」「取

消型」と比べて，訪問店舗数が多くなる傾向にあり，より

活発な回遊行動を行っていた． 

(2) 追加行動にみられる特徴 
訪問店舗の追加行動に着目し，回答者の性別・年代別の

追加店舗数の構成をみたのが図-4，5 である．これによる
と，まず女性は男性と比較して追加行動を行う比率が高か

った．また，40代以降では，年代が高まるほど訪問店舗を
追加する回答者の割合が低下し，追加店舗数も少なくなっ

ていた． 
 また，店舗の追加理由としては「偶然気になる店舗を見

つけた」が最も多くみられ，次いで，「休息したくなった」

「時間の余裕ができた」の3理由が顕著にみられた．そし
て，「偶然気になる店舗をみつけた」場合に，追加店舗数が

最も多くなっており，変更挙動を促すことができる空間を

形成することによって，回遊行動を活性化させることがで

きるものと推察される． 

(3) 変更挙動が活動空間の大きさに及ぼす影響 
Ⅰ) 活動空間の大きさの計測の考え方 
本研究では，活動空間の大きさを，SusiloとKitamura が

提案した方法により計測することとする 1)．この方法では，

図-6に示すように，個人の1日の活動空間の大きさを二次
モーメント(Second Moment)により定量化している．活動空
間の大きさは「発着地から活動拠点までの隔たり(IH)」と「活
動拠点を中心とする活動目的地群の空間的な広がり(IC)」に
よって表現される．ここで，活動拠点は目的地群の重心で

ある．なお，回遊開始・終了地点が異なる場合は，それぞ

れの地点において IH，ICを算出し，両者の平均値を求めた．

また，「追加／取消型」と「取消型」のサンプル数が限られ

ているため，以降の分析では，前者については「追加型」

に含めることとし，後者は除外している． 
Ⅱ) 店舗の訪問パターン別にみた活動空間の大きさ 
図-7は回答者の行動パターンごとに IH，ICの平均値を算

出したものであり，図-8a)からc)は，それらの特徴をイメー
ジとして図示したものである．これらより以下のことがわ

かる． 
① 追加型の回答者について，追加店舗を含めた場合と含

めない（訪問店舗群のうち，事前に計画された店舗の

みの）場合に算出した両指標を比べると，追加店舗を

含めた場合の方が IHの平均値は低く，ICの平均値が高

くなっている．このことは，計画店舗に追加店舗を含

めると，活動拠点が出発・終了地点に近づくことを示

しており，追加店舗として出発・終了地点に近い店舗

が訪問される傾向にあることがわかる．また，活動空

間の広がりが大きくなるのは，追加店舗による訪問店

舗数が増加したことに起因する．（図-8a）） 
② 追加型の回答者は計画型と比較して，IHが低く ICが高

くなっていた．つまり，追加型では計画型より活動拠

点（訪問店舗群の重心）が出発・終了地点に近くなり，

訪問店舗数が多くなるため活動空間の広がりが大きく

なる．（図-8b）） 
③ 追加型における計画店舗のみを取り出し，計画型の訪

問店舗と比べると，IH・ICのいずれも低くなっており，

活動拠点が出発・終了地点に近く，活動空間の広がり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

なし 1店舗 2店舗 3店舗 4店舗 5店舗

図-4 男女別にみた追加店舗数の構成 
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図-5 年代別にみた追加店舗数の構成 

 
 


N

n

N

n

nnnc Y
N

YX
N

X
1 1

1,1

   22
chchH YYXXI 

    



N

n

CnCnC YYXXI
1

22

  訪問店舗の座標:, nn YX

図-6 活動空間の大きさの概念とその計測方法 

  発着点の座標:, hh YX

― 58 ―



は小さいことがわかる．つまり，同じ計画店舗であっ

ても，追加型の計画店舗では計画型の訪問店舗より，

出発・終了地点により近い店舗を訪問するとともに，

より狭い範囲内の店舗を訪問する傾向にあることが示

されている．(図-8c)) 

4．変更挙動が目的地選択行動に及ぼす影響 
(1) 目的地の選択行動モデルの概要 
本研究では，来街者による目的地の選択行動を，回遊継

続・帰宅選択と訪問メッシュ選択の2段階の選択行動と考
え，ネスティッドロジット（NL）モデルによりモデル化す
る．具体的には，図-9に示すように，利用者がある地点で
の訪問を終えた時点で，回遊継続・帰宅を選択し，回遊を

継続する場合は，次に訪問するメッシュを選択することと

した 2)- 4)． 
回答者による訪問店舗の総数は延べ502店舗ときわめて

多数であるため，本研究では，訪問地点の代替選択肢を，

訪問店舗が存在する 100m四方のメッシュで考えることと

した．具体的には，図-10で示したような訪問実績のあるメ
ッシュを対象として，出発メッシュの中心点から1,250m以
内に位置するメッシュからランダムに20%抽出したメッシ
ュを代替選択肢として設定した． 

(2) モデルの選択肢と説明変数 
「回遊継続・帰宅の選択モデル」では，「帰宅」「回遊継

続」の2選択肢とし，帰宅の説明変数として天候の影響，
店舗の出発時間，店舗の累積滞在時間（対数値），累積歩行

距離（対数値），居住地からの都心までの距離を用いた．ま

た，回遊継続の説明変数として，性別，年代，同行者ダミ

ー，回遊開始・終了地点との距離(対数値)，定数項を用いた． 
「訪問メッシュの選択モデル」では，選択肢数は最低 2

メッシュ，最高22メッシュとなった．そして，モデルに用
いる説明変数として，魅力度（メッシュ内に含まれる商業 
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（計画店舗のみ）

図-7 訪問パターン別にみた IH・ICの平均値 

b) 計画型と追加型の比較 
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図-8 活動空間の大きさにみられる特徴 
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図-9 目的地の選択モデルの概要 
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施設の件数）および，メッシュの中点間の直線距離を用い

た．ここで，魅力度はゼンリン社発行の建物ポイントデー

タ（神戸市中央区版）[1] を用いて算出した． 

(3) モデルの推定結果 
目的地の選択モデルを，回答者の店舗の訪問パターン別

（追加型と計画型）にNLモデルを用いて推計した結果が
表-1である． 
追加店舗がある場合では，ログサムのパラメータ λ は

0.59と 0≦λ≦1の条件を満たし有意となり，2段階からな
るモデル構造の妥当性が示された．モデルの推定精度を表

す修正済み ρ2値は Level 1 で 0.120，Level 2 で 0.137 を示
し，比較的良好な結果が得られた．そして，帰宅・回遊継

続のモデルでは，累積滞在時間，累積移動距離，回遊開始・

終了地点との距離が有意となり，訪問メッシュの選択モデ

ルでは距離，魅力度が有意となっていた．この結果から，

累積滞在時間・累積移動距離が大きいほど帰宅の効用が高

まり，回遊の開始・終了地点から離れるほど回遊継続の効

用が高いことが示唆された．また，回遊の継続を選択した

場合には，近隣にあり，魅力度の高いメッシュを選択する

傾向にある． 
 一方，事前に計画した店舗のみの場合では，ログサムの

パラメータが条件を満たしておらず，NL モデルの構造が

否定された．このため，独立モデルとして推定したところ，

回遊継続・帰宅の選択モデルでは回遊開始・終了地点との

距離のみが有意となり，訪問メッシュの選択モデルでは魅

力度，距離の変数は有意となったものの t 値は追加型より
も低下していた．また，修正済み ρ2値も Level 1で 0.066，
Level 2で0.096と低く，満足な推定精度が得られなかった． 
 これらのモデルの推定結果から，目的地の選択行動には

以下のような特徴が認められる．すなわち，追加型では，

回遊継続・帰宅の選択行動と訪問メッシュの選択行動の間

には関連性がみられ，追加型は計画型よりも，各時点まで

の回遊行動の履歴（累積滞在時間，累積距離，回遊開始・

終了地点からの距離）および，目的地での店舗の集積，目

的地への距離の影響をより強く受けながら行動していると

推測できる． 

5．本研究の成果と今後の課題 
本研究では，「発着地から活動拠点までの隔たり(IH)」と

「活動拠点を中心とする活動目的地群の空間的な広がり

(IC)」を用いて活動空間の大きさを計測するとともに，回遊
継続・帰宅と訪問メッシュの2段階の選択構造からなる目
的地の選択モデルを構築することによって，事前計画から

の変更挙動に及ぼす要因を明らかにした． 
 本研究の今後の課題として，以下の事項が挙げられる．

追加型の行動について，サンプル数を確保して，追加理由

別に目的地選択モデルを構築し，より詳細に回遊行動のモ

デル化を行う必要がある．また，回遊行動のシミュレーシ

ョンシステムを構築し，回遊行動促進のための施策評価を

行いたい． 

補注 [1] 事業所として，飲食，物販（食品・衣料・日用品），

量販店，娯楽の6種類を取り上げ，メッシュごとに
これらの事業所の件数を求めた．なお，事業所が入

居している建物には緯度・経度が付されている． 
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表-1 目的地選択モデルのパラメータの推定結果 
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神戸三宮地域におけるカフェ利用者の回遊行動分析 

大阪工業大学大学院工学研究科  久保山 凌 

兵庫県但馬県民局  村上 裕基 

大阪工業大学工学部  山口 行一 

1．はじめに 

都心部は、様々な業種が混在して魅力を成し、訪問目的

が多様である。このような都心部において回遊性の向上を

行うためには、歩行者の休憩空間の整備が重要であると考

えられており、昨今都心部では、社会実験などを含めてオ

－プンカフェや広場、休憩施設の設置が行われている 1)。 

都心部の回遊に関わる既往研究は数多いが、休憩の観点

から回遊を検討した研究には、オ－プンカフェの存在が街

の賑わい創出と魅力的な雰囲気づくりに貢献していること

を明らかにした研究 2)、カフェによる休憩が回遊促進に効果

的であることを示した研究 3)、休憩空間の配置と歩行者動線

の関係が重要とした研究 1)があるが、十分な蓄積があるとは

言い難い。 

そこで本研究では、都心部を訪れる来街者を対象にカフ

ェの利用有無に関する分析、都心部のカフェの混雑状況分

析、カフェ利用者を対象に利用者特性分析を行い、カフェ

の利用実態を明らかにすることを目的とする。 

2．調査概要 

（1）対象地域と対象店舗 

対象地域と対象店舗を図－1に示す。対象地域は、兵庫県

神戸市中央区（図－1の破線内）とした。対象店舗は、対象

地域内で総店舗数が 100 店舗を超える企業 5)かつ Google 提

供「混雑する時間帯のグラフ」（以下「混雑のグラフ」とす

る）のある 6社のチェ－ンカフェで計 20店舗とした。 

（2）調査内容 

本研究で行った全ての調査概要を表－1から表－5に示す。

まず、カフェの利用有無を分析するため、表－1に示す当日

の回遊状況について調査を行った。次に、カフェの混雑状

況を把握するため表－2～表－4の調査を行った。なお、カ

フェの来店客数は、表－2の調査で、6つのチェ－ンカフェ

につき 1店舗を目視で行い、その他の店舗は表－3の調査で

補完した。そして、カフェの利用のされ方を分析するため、

表－5に示す調査を行った。なお、道路使用などの許可取得

や店舗の立地の都合もあり、7店舗で実施したが、分析は

50枚ずつ回収できた 3店舗のみ行った。 

3．カフェの利用有無に関する分析 

（1）分析方法 

 本分析は、表－1の調査結果をもとに、目的変数を来街者

の回遊行動中におけるカフェの利用有無として数量化Ⅱ類

を行い、カフェの利用有無に影響を及ぼしている要因を明

らかにする。アンケ－ト回答者の個人属性を図－2に、来街

時の回遊の状況を図－3に示す。本分析の説明変数には個人 

図－1 対象地域と対象店舗 

表－1 歩行者の回遊行動調査概要 4) 

調査日 2015年 11月 3日(祝火)，7日(土)，8日(日)，14日(土) 

調査時間 13:00（3 日:15:00）～ 17:00 

調査方法 街頭アンケ－トおよび返信用封筒配布 

対象者 対象地域内の回遊者 

回収場所 阪急電鉄神戸三宮駅、JR 元町駅、JR 神戸駅 

回収数 144 枚 

表－2 カフェ来店客数調査概要 

調査日 2017年 11月 23日 (祝木)，25日(土)，26日(日) 

12月 2日 (土) 

調査時間 「混雑のグラフ」のピ－ク時間を中心に 2時間 

調査方法 目視によるカウント 

対象店舗 6店舗 

表－3 カフェ混雑状況調査概要 

調査日 2017年 11月 9日（木） 

使用情報 Google提供「混雑する時間帯のグラフ」 

対象曜日 土曜日 

対象店舗 20店舗 

表－4 カフェ座席数調査概要 

調査日 2017年 12月 3日（日） 

調査方法 店舗公式ホ－ムペ－ジ又は目視によるカウント 

対象店舗 20店舗 

表－5 カフェ利用実態調査概要 

調査日 2017年 11月 23日 (祝木)，25日(土)，26日(日) 

12月 2日 (土) 

調査時間 9:00～19:00 

調査方法 街頭アンケ－ト 

対象店舗 7店舗 

対象者 対象店舗利用者 

回収数 185枚 

三ノ宮駅 

神戸駅 

ポ－トタワ－ 

南京町 

元町駅 

三宮センタ－街 

対象店舗 
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属性（性別、年齢）、対象地域来訪者数、対象地域滞在時間、

訪問施設数を用いた。なお、いずれの説明変数間に相関は

見られず、マルチコはおきていない。 

（2）カフェの利用有無 

 分析の結果、分析精度を示す判別的中率は 77.9%、相関比

は 0.247となった。相関比は低いものの、判別的中率が 75%

を上回っているため、分析の精度は概ね良好であるといえ

る 6)。また、レンジと偏相関係数の順位が異なっているが、

数値の誤差が小さく、順位も大幅に入れ替わっていないた

め、分析を進めた 6)。なお、目的変数に影響を及ぼしている

要因の把握には、レンジの大きさを用いた 6)。 

 本分析で得られたカテゴリ－スコア、レンジおよび偏相

関係数の結果を表－6に示す。レンジの大きさより、目的変

数に最も寄与する要因は「年齢」であり、次いで「対象地

域滞在時間」「対象地域来訪者数」「訪問施設数」「性別」の

順となった。また、カテゴリ－スコアの符号より、「年齢」

では「10 代」で利用する、「40 代」および「50 代」で利用

しない傾向となった。「対象地域滞在時間」では「6 時間以

上」で利用する、「2 時間未満」および「2 時間以上 4 時間

未満」で利用しない傾向となった。「対象地域来訪者数」で

は「1 人」で利用する、「4 人以上」で利用しない傾向とな

った。さらに、目的変数に与える影響は小さいものの、「性

別」では「女性」が、「訪問施設数」では訪問施設の多い人

が利用する傾向にあることがわかった。 

4．カフェの混雑状況分析 

（1）分析方法 

 表－2、表－3 および表－4 の調査結果をもとに分析を行

い、店舗別に混雑状況を明らかにする。分析には、混雑率

を用いるが、時間別来店者数÷店舗の座席数と定義する。

時間帯別来店者数は、表－2で実測した以外の時間帯は、表

－4を用いて推計した。また、エリア別の特徴は、三宮、元

町、神戸エリアの 3つに分割して分析する。 

（2）店舗別の混雑状況 

 各店舗の休日 6時から 24時の間の 1時間ごとの混雑率の

数値を用いて、クラスタ－分析を行った。対象店舗は 3 つ

のクラスタ－に分類され、同じチェ－ンカフェ店舗は、同

じクラスタ－に属する結果になった。同じチェ－ンカフェ

店舗であっても、混雑率の推移に違いはみられるものの、

対象地域内でみれば似ていることがわかった。 

 次に、分類された 3 つのクラスタ－の混雑率の推移を明

らかにするため、各クラスタ－の休日 6時から 24時の間の

1時間ごとの混雑率の平均値を算出した結果を図－4に示す。

各クラスタ－の平均混雑率の推移は、概ね同様のピ－ク時

間を頂点とした「一山型」になっており、クラスタ－ごと

に混雑率に差が見られた。 

（3）エリア別の混雑状況 

 本分析に用いた、対象地域の各エリアの店舗の概要を表

－7に示す。表－7より、三宮エリアは 3エリアの中で最も

1日の来店客数が多いが、座席数は最も少ないエリアとなっ

ている。一方、神戸エリアは 3エリアの中で最も 1日の来

店客数が少ないが、座席数は最も多いエリアとなっている。

これより、三宮エリアの店舗が最も混雑していることがわ

かった。 

図－2 個人属性 

図－3 来街時の回遊状況 

表－6 カフェ利用有無の要因分析結果 

図－4 クラスタ－別の平均混雑率 

表－7 各エリアの店舗の概要 

対象カフェ店舗数 1日平均来店客数 平均座席数 

三宮エリア 7店舗 587人/店舗 70席/店舗 

元町エリア 7店舗 522人/店舗 84席/店舗 

神戸エリア 6店舗 481人/店舗 86席/店舗 
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次に、各店舗における休日の混雑率の推移を可視化した。

その結果を図－5から図－7に示す。対象店舗の混雑状況は、

三宮エリアが混雑し始めた時間を皮切りに元町、神戸エリ

アへと順に混雑していくことがわかった。これは、対象店

舗の営業開始時刻が異なるという点も影響していると考え

られる。一方、混雑の収束は神戸、元町、三宮エリアと混

雑の始まりと逆の順で収束していくことがわかった。よっ

て、三宮エリアが長時間混雑していることになる。 

図－5 8 時台と 9 時台の平均混雑率（混雑の始まり） 

図－6 14時台と15時台の平均混雑率（混雑のピ－ク） 

図－7 20 時台と 21 時台の平均混雑率（混雑の収束） 

5．カフェの利用者特性分析 

（1）分析方法 

 表－5の調査では、三宮地域の訪問頻度、当該カフェを選

んだ理由（立地など）、カフェの利用目的、滞在時間などを

聴き、それら結果を用いて、数量化Ⅲ類とクラスタ－分析

を行い、カフェ利用者の特徴や店舗別の利用目的の違いを

明らかにする。 

（2）カフェ利用実態 

表－5 のアンケ－ト回答者の個人属性を図－8 に、3 店舗

の立地と回答者の回遊ル－トを図－9に示す。クロス集計の

結果から年齢別の同行者は、10代は友人と、40代は家族・

親族と、50 代以上は 1 人で来訪する人が多い傾向にあるこ

とがわかった。また、3店舗別の利用には次のような傾向が

みられた。三ノ宮駅周辺のⅠ－①の店舗は、対象地域の訪

問頻度が多く、観光目的以外の来街者に利用されている傾

向があった。元町駅周辺のⅡ－③の店舗は、60 代以上の男

性で、駅からのアクセスを重視し、店内滞在時間が短い傾

向があった。観光地のメリケンパ－クにあるⅠ－⑤の店舗

は、比較的遠方在住で対象地域訪問頻度が少なく、2人で来

訪し、観光の途中で立ち寄っている人が多かった。 

 次に、回答者の回遊行動については、散策開始からカフ

ェ入店までの平均回遊距離が約 1140m であった。また、3

店舗別利用者の平均回遊距離はⅠ－①が約 830m、Ⅱ－③が

約 560m、Ⅰ－⑤が約 1970mとなった。図－9より、回答者

の回遊ル－トは、3店舗周辺に加えて三ノ宮駅および元町駅

周辺とその間に集中していることがわかった。 

図－8 個人属性 

図－9 3店舗の立地と回遊ル－ト 
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（3）カフェ利用者の特徴 

カフェ利用者の特徴を表す項目として、個人属性（年齢）、

同行者（対象地域来訪者数、同行者構成）、店舗の選択理由

および散策開始時刻を用いて数量化Ⅲ類を行った。その結

果、固有値は 1 軸が 0.4742、2 軸が 0.3077 であり、相関係

数は、1軸が 0.6886、2軸が 0.5547であり、2つの軸の累積

寄与率は 24.4%であった。累積寄与率は低く、固有値も高い

とは言えないが、相関係数が 2軸とも 0.5以上となっている

ため、総合的に判断し分析を進めることにした 6)。 

数量化Ⅲ類によって得られたカテゴリ－スコアを図－10

および図－11 に示す。図－10 より、1 軸については正の方

向に「接客が良いから」「自分のみ」「ひとり」「60 代以上」

「50 代」「10 時以前」「10 時～12 時」および「店の雰囲気

がいいから」などの項目が分布していることから「くつろ

ぎ」を表していると判断した。また、負の方向には「10代」

「友人」および「複数」などの項目が分布していることか

ら「交流」を表していると判断した。以上より、1軸は「カ

フェ利用時の目的」と名付けた。一方、2軸については図－

11 より、正の方向に「家族・親族」などの項目が分布して

いることから「家族・親族」を表していると判断した。ま

た、負の方向には「友人」などの項目が分布していること

から「友人」を表していると判断した。以上より、2軸は「カ

フェ利用時の同行者」と名付けた。 

 次に、数量化Ⅲ類によって得られたカフェ利用者のサン

プルスコアを用いてクラスタ－分析を行った。その結果を

図－12 に示す。クラスタ－分析により 3 つのグル－プに分

類することができ、その特徴から、各グル－プを「くつろ

ぎ重視型」、「家族団らん型」、「友人との会話型」とした。 

また、図－12 はカフェ利用者のサンプルスコアを利用し

た店舗別に示している。Ⅰ－①のカフェ利用者は「くつろ

ぎ重視型」「家族団らん型」「友人との会話型」の順に多く

分布しており、多様な目的で利用されている傾向にあるこ

とがわかった。Ⅱ－③のカフェ利用者は 70.0%が「くつろぎ

重視型」に分布しており、くつろぐ目的で利用されている

傾向にあることがわかった。Ⅰ－⑤のカフェ利用者は 48.0%

が「友人との会話型」に、42.0%が「家族団らん型」に分布

しており、複数人で交流を楽しむ目的で利用されている傾

向にあることがわかった。 

6．おわりに 

 本研究では、カフェの利用有無に関する分析によって、

対象地域内での回遊行動中におけるカフェ利用の有無には、

年齢や滞在時間などが影響を及ぼしていることを明らかに

した。次に、カフェの混雑状況分析によって、休日 6 時か

ら 24時において、エリアでみれば、同じチェ－ンカフェ店

舗の混雑率の推移には、概ね大差がないことを明らかにし

た。また、混雑率の推移を可視化することで、三宮、元町、

神戸エリアの順に混雑が広がり、逆順に混雑が収束するこ

とを明らかにした。最後に、カフェの利用者特性分析によ

って、カフェ利用の実態を把握し、回遊ル－トや訪問施設 

図－10 カテゴリ－スコアの分布（1軸） 

図－11 カテゴリ－スコアの分布（2軸） 

図－12 店舗別サンプルスコア 

などから利用者の回遊行動を示した。また、3店舗を利用す

る人の特徴を分析することで、各店舗の利用のされ方が異

なることを明らかにした。今後も、歩行者中心の都心部再

整備に資するため、休憩行動に着目した回遊行動分析を行

い、回遊を促進させる要因を明らかにしたい。 
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路上喫煙禁止地区における喫煙者の滞留空間の特徴
－ 神戸市三宮・元町地区を事例に － 

大阪大学大学院工学研究科  中江 拓二郎 
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

公共空間における滞留行為の一つとしてあげられる屋外

での喫煙、特に路上喫煙はポイ捨てや火傷防止、受動喫煙

の観点から問題視されている 1）。そして近年、路上での喫

煙を禁止する取り組みが行われており、路上喫煙禁止地区

を指定する自治体が増えている。しかしながら路上喫煙禁

止地区内においても路上喫煙者は依然として散見され、ル

ールの制定だけでは効果は不十分といえる。そこで、既往

研究に指摘される立地場所と空間タイプが滞留行動に与え

る影響 2）や、空間構成要素の違いが滞留行動に影響を与え

ること 3）に注目し、本研究では屋外喫煙行動に関しても同

様の関係があると仮定し、喫煙行動と滞留空間の特性の関

係を明らかにすることは空間整備に関する知見の獲得に有

効だと考える。そこで、実際に路上喫煙禁止区域において、

屋外喫煙行動者が滞留している空間を調査し、屋外喫煙行

動が起きやすい空間を明らかにする。 
 既往研究に関しては上記の論文２）、３）の他、屋外での

喫煙に関しては、藤井ら 4）の研究により、屋外の喫煙所内

での喫煙者のパーソナルスペースは帯同者や空間構成等に

よって変わることが明らかになっている。樫野ら 5）による

大学構内における指定喫煙所の最適な配置に関する研究、

仲西ら 6） による路上喫煙禁止地区内における指定喫煙所

の整備に関する研究がされており、公共空間における指定

喫煙所の最適な配置や整備の検討はおこなわれている。以

上のように、滞留行動について賑わいを生み出す行為とし

て捉えた滞留空間特性について論じた研究は行われている

が、禁止されている滞留行動に着目した滞留空間特性は明

らかになっていない。 
(2)研究の目的 

本研究では路上喫煙禁止地区において複数の屋外喫煙者

が観測された場所を喫煙者の滞留空間と捉え、屋外喫煙者

の滞留の発生に影響を与える立地の特徴と空間の状況、空

間構成要素等の空間の特徴を明らかにすることを目的とす

る。 

2．研究の概要 

(1)対象地選定の理由 

本研究では、路上喫煙禁止地区に指定されている地区の

中から、路上喫煙禁止地区が街路空間にも指定されており、

多様な空間特性が見られ、また行政による積極的な対策が

行われている神戸市の三宮・元町地区を対象調査地とした。 

(2)研究の方法 

本研究では、まず、対象地区における現地調査により、

路上喫煙禁止地区における路上喫煙者の分布を把握し、喫

煙者の滞留空間を抽出する。 
路上喫煙禁止地区において、各喫煙者の滞留空間が形成

される空間の敷地の所有、街路空間の状況から喫煙者はど

ういう場所で滞留するのかを分析し、路上喫煙が発生しや

すい立地特性を明らかにする。次に屋外喫煙者の滞留に影

響を与える空間を明らかにするために、喫煙者の滞留空間

はどのような場所に形成されやすいのか、空間タイプに分

類し、それぞれの空間タイプについて空間の特徴を分析す

る。さらに屋外喫煙を誘発するような空間構成要素がある

と考え、喫煙者の滞留空間の空間構成要素や周辺環境から

喫煙者人数を目的変数とした一要因分散分析を行い、屋外

喫煙行動を誘発するとされる要素の抽出を行う。 

3．滞留空間の抽出 

現地調査の結果から、路上喫煙者をプロットした路上喫

煙者分布図を作成した（図―1）。喫煙者の点が２つ以上の

集合をひとまとまりのクラスターと捉え、それを喫煙者の

滞留空間として抽出した。本調査では、2日間で延べ200
名の路上喫煙者を観測し、喫煙者の滞留空間として26箇
所を抽出でき、喫煙者の滞留空間内での喫煙者の合計は延

べ171名であった。休日は16～17時に路上喫煙者人数の

ピークを迎え、平日は通勤時、昼休み、退社時間に喫煙者

人数が多くなっていた（図―2）。 

図－１ 調査対象地 
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4．喫煙者の滞留空間の立地 
抽出された喫煙者の滞留空間について、以下2点の仮説

を設定した。 
 路上喫煙禁止地区は民有地には効力が及ばないため、

公有地より民有地の方が喫煙者の滞留空間は形成さ

れやすい（1） 
 表通りより、裏通りの方が人通りは少ないため喫煙者

の滞留空間が形成されやすい 
これらの仮説を検証するため、各滞留空間の立地分析を行

った。 
(1)喫煙者の滞留空間の立地場所 

各滞留空間を土地の所有の点から分類した（表―3）。全

26 箇所の喫煙者の滞留空間のうち 14 箇所が公有地、9 箇

所が民有地、3 箇所が公有地と民有地にまたがる空間に立

地しており、公有地が多い結果となった。しかし屋外喫煙

者人数で比較したところ、公有地では 43 名、民有地では

121名、両者にまたがる滞留空間では7名が観測された（表

2）。土地の所有と一箇所当たりの喫煙者人数の平均値を見

ると、公有地は3.1人、民有地は13.4人、公有地と民有地

にまたがる空間は 2.3 人であった。これらの間に 5％水準

での有意差は得られなかったが、民有地でより多くの路上

喫煙者が滞留しやすい傾向にあると考えられる（表―3）。 
(2)立地する通りの特徴 

車道が二車線以上あり両側に歩道が整備されている街路

を表通り、これら条件を満たさないその他の街路を裏通り

と定義し（写真―１）、喫煙者の滞留空間とそれに面する通

りの関係を分析した。 
全26箇所の喫煙者の滞留空間のうち13箇所が表通り、

13箇所が裏通りに形成されており、通りの違いによって空

間数に差は無かった。しかし屋外喫煙者人数で比較したと

ころ、表通りでは45名、裏通りでは126名が観測され、表

通りに形成されている喫煙者の滞留空間における一箇所当

たりの喫煙者人数の平均値と、表通りに形成されている喫

煙者の滞留空間における一箇所当たりの喫煙者人数は表通

りに 3.5 人、裏通りに 9.7 人であった。これらの間には、

5％水準での有意差は得られなかったものの、裏通りに立地

する場所でより屋外喫煙者が滞留しやすい傾向にあること

が考えられる（表―2）。 

5．滞留空間の空間構成 
喫煙者の滞留空間が形成される要因として、人目の付きに

くさが考えられる。人目の付きにくさがいかに生み出され

ているのかを空間の性質から検討するため、全滞留空間26
箇所を空間タイプ別に分類した。（図―2） 

写真―１ 通りの種別（左：表通り 右：裏通り） 

表―2 立地場所・空間タイプ別の空間数・人数 

表通り 裏通り 

滞留 

空間数 

喫煙者

人数 

平均 

人数 

滞留 

空間数 

喫煙者

人数 

平均 

人数 

建物 

依拠型 

前面部 3 16 5.3 2 10 5.0 

壁面部 2 10 5.0 10 107 10.7 

その他 1 5 5.0 0 0 0.0 

建物非 

依拠型 

植栽型 2 4 2.0 0 0 0.0 

構造物型 3 6 2.0 1 9 9.0 

独立型 2 4 2.0 0 0 0.0 

合計 13 45 3.5 13 126 9.7 

表―3 立地場所別の滞留空間数・人数 

土地の所有 滞留空間数 喫煙者人数 平均値 

公有地 14  43  3.1 

民有地  9 121 13.4 

双方にまたがる  3   7  2.3 

表―１ 調査の概要 

調査対象地域 路上喫煙禁止地区三宮・元町地区 

調査手法 1時間おきに喫煙者を観測し地図にプロット 

調査日時 
2017年12月17日 2017年12月18日 

8：00～18：00 8：00～18：00 

観測喫煙者人数 102人 98人 

調査項目 

人数、 分布、 性別 

土地の所有、街路空間の状況 

建築物、空間構成要素 

図―2 時間帯別の観測された喫煙者人数 
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(1)空間タイプの分類 

はじめに、各滞留空間について、喫煙者が建物を拠り所

としている建物依拠型、建物以外を拠り所としている建物

非依拠型に大別した。 
さらに、建物依拠型について、喫煙者が建物のどの部分

を利用して滞留しているかという観点から、前面部、壁面

部、その他の三つに分類した。前面部とは、建物の出入り

口のある側にある空間を指す。壁面部とは、一般の人の出

入りが想定されていない、あるいは単なる壁面により構成

された空間を指す（裏口、従業員出入口を含む）。前面

部、壁面部以外の高架下商店街の通路（写真―2）などを

その他に分類した。 
 また建物非依拠型について、植栽付近で喫煙するもの、

その他配電盤や自動販売機などの構造物を拠り所とするも

の（写真―3）、拠り所がなく独立しているものの三つに分

類した。 
(2)空間タイプの割合 

建物依拠型と建物非依拠型を比較すると、滞留空間数・

喫煙者人数平均ともに建物依拠型の方が多い結果となり、

屋外喫煙者は建物を拠り所としやすいことが明らかとなっ

た（表―2、図―3）。 
建物依拠型に関しては、壁面部で滞留空間数・喫煙者人

数平均が最も多い結果となった。人の出入りがある前面部

に比べ、そうでない壁面部はより人目につきにくく、喫煙

を誘発しやすいことが考えられる。また、その他に分類さ

れた高架下商店街の通路は、閉鎖的であることから人目に

つきにくい空間であると考えられる。 
建物非依拠型に関して、配電盤や自動販売機等の構造物

付近で喫煙者の滞留空間数・喫煙者人数が最も多い結果と

なった（図―5）。また、独立タイプにおける喫煙者人数は

全喫煙者人数の約4％しかおらず、屋外喫煙者は拠り所の

ある場所で喫煙行動に及ぶという傾向が示された。 
(3)滞留空間のタイプと立地する通りの関係 

建物依拠型の滞留空間数に関して、前面部（全5箇所）

は3箇所が表通り、2箇所が裏通りに、壁面部（全12箇所）

は2箇所が表通り、10箇所が裏通りに、その他に分類され

た1箇所は表通りに立地していた。一方、喫煙者人数に関

して、前面部の表通りでは16人、裏通りでは10人、壁面

部の表通りでは10人、裏通りでは107人、表通りに面する

その他では5人が観測され、壁面部の裏通りが一番多い結

果となった（表―2）。 
裏通りで形成される喫煙者の滞留空間13箇所の内12箇

所が建物依拠型であった。通りの立地特性、空間特性のい

ずれにおいても人目につきにくいという特徴を持つことか

ら、より屋外喫煙者が滞留しやすい場所であると考えられ

る。また建物非依拠型の喫煙者の滞留空間数に関して、植

栽型（全2箇所）は全箇所が表通りに、構造物型（全4箇
所）は3箇所が表通り、1箇所が裏通りに、独立型（全2箇
所）は全箇所が表通りに立地していた。一方、喫煙者人数

に関して、表通りに面する植栽型では4人、構造物型の表

通りでは6人、裏通りでは9人、表通りに面する独立型で

は4人が観測され、ほとんどの喫煙者は拠り所のある場所

に滞留していることが明らかになった。 
通りの特徴別に平均の喫煙者人数を見ると裏通りに形成

される壁面部が一番多く、次いで裏通りに形成される構造

物型が多い（表―2）。建物非依拠型の中で裏通りに面して

いたのは構造物型の1箇所のみであり、表通りであっても、

写真―２ その他に分類された空間 写真―３ 自動販売機を拠り所 

とする喫煙空間 

図―2 空間タイプ分類概要図

図―4 その他に分類された空間   図―5 自動販売機を拠り所 

とする喫煙空間 

図―3 空間タイプ別の平均喫煙者人数 
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植栽等の拠り所があれば人目を遮断して喫煙しやすい可能

性が考えられる。 

6．空間構成要素 

喫煙を誘発する可能性があると考えられる空間構成要素

として、自動販売機、電柱、植栽、アーケード・ファサー

ド、排水溝を抽出した（表―4）。自動販売機の有無とゴミ

箱の有無との間は相関関係にあるがその他の構成要素の間

には相関関係はない。各要素がある喫煙者の滞留空間とな

い滞留空間に分類し、それぞれの合計喫煙者人数間に有意

差があるか、一要因分散分析を行った。抽出した構成要素

の内、自動販売機、電柱に有意な差が得られた（表―5）。
これらの構成要素は、屋外喫煙者にとって周囲からの視線

を遮ることが出来るような入隅の空間を形成していると考

えられる。 
表通りで形成される喫煙者の滞留空間は 13 箇所であっ

たが、構成要素が存在することは少なく、構成要素が喫煙

行動を誘発しているとは言えない。さらに、喫煙者人数に

有意な差が得られた自動販売機・電柱は表通りに形成され

る喫煙者の滞留空間には見られなかった。 
実際、裏通りに形成される喫煙者の滞留空間 13 箇所の

内、自動販売機が6箇所、電柱が4箇所、植栽が3箇所、

排水溝が7箇所で存在しており、表通りに比べ、裏通りに

形成される喫煙者の滞留空間に多くの構成要素が集まって

いることが分かった。 

7．まとめと考察 

以上の結果から、神戸市三宮・元町地区においては民有

地の方が喫煙者は滞留しやすくなっていることが明らかに

なった。現時点の神戸市における条例には民有地の喫煙を

禁止する効力はないが、民有地であっても通行の妨げや受

動喫煙により付近の通行者等他者の健康を害する恐れのあ

ることに変わりはない。この問題を解決するためには、民

有地を含む屋外での喫煙行動を禁止するように条例を改定

することが有効であると考えられる。そのためには民有の

施設・土地の管理者と協力しながら喫煙を誘発しない空間

の整備をすることが有効だろう。 
また、屋外喫煙者は、人通りの少ない場所や人目につか

ない空間、他者からの視線を遮ることができる構造物があ

る空間であることを好み、26 箇所中 21 箇所がそのような

空間である。このことから、路上喫煙を抑制するためには、

空間を整備するにあたって、行政による電柱の地中化や土

地の所有者によって壁面に設置された自動販売機の撤去に

より、入隅の空間（死角となる場所）を作らないことが有

効であると考えられる。 

補注 
(1) 本研究では、公有地とは主に道路空間や公園などで指し、民

有地は道路に面した敷際含む土地の所有が民間である場所

とする。 
(2) **1％水準で有意差、*5％水準で有意差が得られた。 
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表―5 空間構成要素の有無と喫煙者人数の検定値（2） 

構成要素 F値 df1 df2 p値 
自動販売機 8.446 1 23 .008 ** 

電柱 5.137 1 23 .033 * 
植栽 0.819 1 23 .375 
排水溝 1.300 1 23 .266 

アーケード 0.128 1 23 .671 

表―4 各喫煙空間における空間構成要素の有無 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

人数 8 2 5 2 7 5 2 2 2 3 67 8 9 14 2 11 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

通り 裏 裏 裏 表 表 表 表 表 表 表 裏 裏 裏 裏 裏 表 表 表 裏 表 裏 裏 表 裏 裏 表 

空
間
構
成
要
素

自 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電 ○ ○ ○ ○ 

植 ○ ○ ○ ○ ○ 

排 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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古写真ワークショップを通じた近郊山村地域の将来像の探索 
－ 滋賀県高島市朽木地域の事例 － 

総合地球環境学研究所      熊澤 輝一 
立命館大学食マネジメント学部    鎌谷 かおる 

   滋賀県琵琶湖環境科学研究センター  木村 道徳 

１．はじめに 
国土交通白書（2015）によると、過疎地域で社会増を実

現した市町村が占める割合は、横ばいないし微増傾向にあ

ることが明らかになっている。都市への流入とは別の流れ

が生まれつつある。しかしながら、過疎地域の65歳以上の
高齢者の割合はすでに33％に及び、その少なくとも半数近
くは後期高齢者の段階にある。コミュニティの自治や防災、

祭礼に関する役どころを、より少ない構成員が高齢になっ

ても担わなければならず、多様な選択肢の中で集落等の運

営を考え、将来を構想することが困難な状況に陥りつつあ

る。経済・文化の面で都市域との結びつきが比較的強い近

郊の過疎地域においても、傾向は同様である。 
 このような状況下にありながらも、地域の特徴（らしさ）

を活かした地域づくりを進めるためには、特徴同士のつな

がりを見極め、取り得る選択肢の組み合わせを明らかにし

ていく必要がある。本研究では、選択肢の在り処を過去か

ら現在までの時間幅の中に求める。 
このとき、地域の過去を知り、その変化を知ることが、

地域らしさの未来を考える上で、どのような役割を果たす

のだろうか。本研究では、地域らしさの中でも、過去と向

き合うことで明らかになるものに着目する。では、過去と

主体的に向き合うことで見えてくる未来とはどのようなも

のか。まちづくりの手法としては、まちづくりオーラル・

ヒストリー（山崎ら（2009））（注1）や、近年では、インタビ

ュー映像を利用したワークショップ（沼田（2015））などが
ある。これに対して、本研究では、古写真の利用に着目す

る。古写真には、景観構成要素を把握しながら人と自然・

社会とのかかわりを包括的に捉えられるとともに、現在の

景観との比較の中で議論ができる利点があるからである。 
以上を踏まえ本研究では、昔の写真（古写真）を用いた

連続ワークショップ（以下、古写真 WS）を通して地域の
未来を考えることにより、何が把握され共有されるのかを

明らかにすることを目的とする。 

２．研究の枠組み 
（１）対象事例 
事例対象地は、滋賀県高島市朽木地域（旧朽木村）を選

定した（図1）。選定の理由は、かつて林業で栄え、筏流し、
木工芸、シコブチ信仰と様々な特性を有するが、京都市内

から 45km程の距離にして過疎少子高齢化が進んでおり、

移動や医療・福祉の問題が喫緊の課題としてある中、自然・

文化の両面からなる豊富な地域資源の地域づくりへの活用

が課題である点で、適切な事例と目されたからである。 

図－1 事例対象地 
（２）古写真の収集と現地調査の実施 

WSで用いる古写真は、次の三種類とした。 
・『朽木村史』（旧朽木村時代の平成16 年度から編纂事
業が始まり、高島市への合併後の平成22 年に発行）の
編纂の過程で収集された写真のうち、提供者から使用の
許可が得られた写真。 
・現地調査を進める中でお借りして使用を認めていた
だいた写真。 
・WSの場で提供いただいた写真。 

過去－現在の幅での出来事から地域の未来を考えるため

に、古写真収集と平行して、現地についての資料・史料調

査と聞き取り調査を実施し、古写真の撮影地点と同一地点

の探索と同一アングルからの撮影作業を実施した。撮影の

地点とアングルの推定にあたっては、主に山と道の形を手

がかりとした。 
聞き取り調査は、2016年 2月～12月にかけて、25名の

方に対して実施し、古写真が撮影された時期の朽木のくら

しについて伺うとともに、居住する在所、関わった在所に

応じて、市場区および周辺区ないし針畑地域の過去の生業・

生活の状況についての詳細を伺った。これらの作業を通し

て、時間軸上での比較に適したトピックを抽出した。 
（３）ワークショップの企画・実施 
文献調査と現地調査から得られた比較に適したトピック

に基づいて、古写真WSの企画を立て、コンテンツとプロ
グラムを設計した。WS の趣旨は、古写真もしくはそれを
見た経験をもとに未来について考えた結果見えてきたこと

について考えてみることにある。 
WS は、街場である市場区周りを中心に朽木地域全体を

見据えた企画（注2）と朽木市場とは旧の別街道筋にあたる針

畑地域（注3）に特化した企画を立て、地域住民から参加を募

って3回ずつ実施した。どちらの企画も第1回は「過去を
知る」、第2回は「現在を捉え直す」、第3回は、「未来に向
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けて働きかける」に、それぞれ目的を設定して実施するこ

ととした。WS の作業課題は、定型的な手法に当てはめる
のではなく、地域の方々と話し合う中で、その土地と人々

の状況に合ったやり方を編み出すことを試みた。 

３．結果 
（１）古写真収集と現地調査からのトピック抽出 
古写真収集と現地調査を通して得られた比較に適したト

ピックのうち主なものを表1に示す。得られたトピックに
基づいて、WSで提供する話題を以下のように設定した。 

表－1 古写真収集と現地調査を通して得られた 
比較に適した主なトピック 

①変わらないもの 
・建物の一部 
・たばこの看板 
・伝統的建築物（邇々杵（ににぎ）神社多宝塔の事例） 
②変化したもの 
・地域の区分（3つの連合戸長役場に属した21ヵ村から
朽木村へ） 

・街並みの変化（市場・宮前坊の事例） 
・水路の位置 
・建物（郵便局、村役場、中学校、保育園 など） 
・建物の場所（村役場、郵便局、中学校 など） 
・神社の木（邇々杵神社の事例） 
・橋の架け替え 
・農作業の様子 
・漁の様子 
・川の水量 
・雪の様子 
・市場へのルートと移動手段（針畑から峠を越えて岩
瀬・市場に出た頃と車で移動する現在） 

・六斎念仏の実施場所と踊り手 
・田んぼだった頃と植えた杉が育った現在 
・耕作していた頃と休耕田となった現在 
③今はもうないもの 
・イナキのある風景（注4） 
・山仕事でのキンマの利用 
・筏流し（単木流しへの変化、復活のイベント など） 
・分校（小学校） 

（２）朽木市場まわり編 
表2のようにプログラムを設計した。なお、作業の詳細

と成果物については、熊澤ら（2016）で報告している。 
表－2 企画の概要 朽木市場まわり編 

場
所 回 日

程 

参
加

人
数 

目
的 

プログラム概要 

市
場
集
会
所
（
市
場
区
） 

 

1 

7/30 24 
過
去
を 

知
る 

・「変化したもの」「変化しなかったもの」を知る. 
・「残っていかなかったもの」を知る. 
・古写真を見て考えたことについてのグループ別

対話 

2 

8/20 11 
現
在
を
と

ら
え
直
す 

・古写真の場所を訪ね,現在の写真を撮る. 
・写真を比較しながら考えたことについてのグル

ープ別対話 

3 

9/19 12 

未
来
に
向
け
て 

働
き
か
け
る 

・参加者と研究者が持参した写真の説明. 
・将来の人に向けて選んだ写真のよさを説明した

後,写真にタイトルを付ける. 
・将来への語りかけと３回のワークショップにつ

いて感想を語り合う. 

１）第1回 
まず、「変化したもの」「変化しなかったもの」をテーマ

に古写真および現在の写真を見ていった。古写真は、明治

期から昭和60年代までの様々な年代のものを取り上げた。
郵便局の変遷からスタートして、役場、中学校などの施設、

橋などのインフラ、市場区の街並みなどが変化していった

様子を見ていった。とくに市場区の旧街道を写した古写真

では、建物の一部分や「たばこ」の看板など、今も変わら

ないものがあることを確認していったが、参加者たちは、

どこの何を写したものかを次々と当てていった。ただし、

ここの段階では、特定の写真や対象についての突っ込んだ

議論はなされなかった。 
次に、4 つのグループに分かれて担当する写真を決めて

当てるゲームを行った。岩瀬の集落の入り口付近の写真で

は、当時の選挙ポスターを拡大して見たところ、「誰やろ？」

と笑いが起きた。ゲームの後は、分校、マンガン採掘、麻

蒸し、キンマ（注 5）、筏流し、さらには連合戸長役場、裁判

所の出張所など「残っていかなかったもの」を撮った古写

真を見ながら、当時を知る参加者がいればお話を伺った。 
 最後に、古写真を見て考えたことについて対話を行い、

参加者代表または対話に入ったスタッフが、内容をまとめ

て発表した。 
２） 第2回 
まず、グループごとに違う古写真を渡し、その写真と同

じ地点・アングルで現在の写真を撮ってくる作業を行った。 
全員が戻ったところで、正解を確認した。答え合わせが

終わると、グループごとに今回の作業の中で写真を比較し

ながら考えたことについて対話を行い、その内容をスタッ

フまたは参加者代表がまとめて発表した。この対話での報

告からは、古写真の撮影地の現在を見る中で、将来を眼差

した気づきと疑問が語られた。 
３）第3回 
第 1回、第 2回のふりかえりを 20分程度丁寧に行った

後、参加者と研究者スタッフが持参した「私が未来に残し

たい風景やもの、ことの写真」を模造紙に貼り付けて本人

が1枚ずつ説明した。このときから、それぞれの写真につ
いての話題で大いに盛り上がった。なお、研究者スタッフ

の写真も入れ込んだのは、朽木の外に居住する「よそ者」

の視点も混ぜた方がよいと考えたからである。 
次に、持参した写真のよさを未来の朽木で暮らす人に向

けて語りかける、という作業を行うことにした。作業は原

稿作り、語りかけの順に行った。語りかけは、将来の人に

向けて選んだ写真のよさを説明した後、写真にタイトルを

付けるというものである。お題とルールを以下に示す。こ

れに、10名の参加者と2名の研究者スタッフが挑んだ。 

【お題】 
「未来の朽木の人に向けて、 

この写真のよさについて説明してください」 
（一人2分（厳守）；終わったら皆で拍手） 
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☆ルール☆ 
最初に、「何年後にどこどこでなになにをしている 

○○さ～ん！！」 
と大声を出してから始めましょう。 

その次もしくは最後に、 
「写真のタイトル」を言ってください。 

結果として特徴的だったのは、20年後の未来に語りかけ
る方が多かった点である。被写体には、「家族」、「出来事・

行事」、「食べ物」、「景観」、「家族以外の人・物・場所」が

用いられた。 
（３）針畑地域編 
表3のようにプログラムを設計した。 

表－3 企画の概要 針畑地域編 

回 日
程 

参
加

人
数 

実
施

場
所 

目
的 

プログラム概要 

1 

10/29 

60名 
程度 

朽
木
西
小
学
校 

（
※
） 

過
去
を
知
る 

・古写真をみる：「変化したもの」「今は

残っていないもの」 
・古写真を見て思ったことについて話す 
（※）朽木西小学校草の根文化祭の行事

として実施 

2 

11/19 17 

中
牧
休
憩
所 

現
在
を
と
ら
え

直
す 

・現在の写真と過去の写真を比べてみる 
・現在と過去の写真を見ながら、針畑で

「変わったこと」「変わってないこと」  

を書き出してみる。 
・針畑の変化について感想を述べる。 

3 

2/6 16 

上
針
畑
防
災 

福
祉
組 

未
来
に
向
け
て
働

き
か
け
る 

・針畑は何でできているか（何とつなが 
っているか）を写真で振り返る。 

・針畑への移住を迷う人への「殺し文 
句」を考え、発表する。 

・感想を語り合う。 

１）第1回 
 まずは、昔の写真を見てみる。事前にたくさんの写真を

お借りすることができたこともあり、できるだけ多くの写

真を見ることで、針畑の過去を味わっていただくことにし

た。写真は、「日々のしごと」「針畑の山々としごと」「自然

災害と向き合う」「まつりのにぎわい」「まなびの場」「青年

団・青年会」といったテーマに沿って映し出し、説明して

いった。朽木西小学校での文化祭の行事として実施したた

め、約60人と多くの参加者があり、進行役との対話を他の
参加者が聞く形をとった。進行役は、多くの写真を見せな

がら、ポイントごとに参加者に対話を投げかけた。たとえ

ば、「日々のしごと」のところで、農作業のいでたちの女性

たちの写真が何枚かお見せしたところ、「小入谷で杉植えを

しているところだ」、とのこと。1人で写っている写真が映
ると「あっ、私」との声があり、拍手が起きた。 
次に、「変化したもの」と題して、古写真と現在の写真と

を比較しながら、何が変化したのか見ていった。 
２） 第2回 
今の写真から昔の写真を見てどういうふうに変わってき

たのかを考えた。昔の写真から見た第１回とは逆の順序で

ある。また、参加者の方々からも、炭焼きをしていた写真

とその現在の場所の写真、川で泳いでいた場所の現在を写

した写真などをご紹介いただいた。 

次に、映し出した写真を紙に貼り付けて、いつ何が変わ

ったのか？どういうふうにして変わったのか？といった、

写真を見比べただけではわからない情報を模造紙に書いて

もらった。成果物は、古写真に多くの個人名が紐つけて記

されていた。それだけ、昔は人がたくさん住まわれていた、

という事実が確認された機会となった。 
３）第3回 
「残していきたいもの」とは何なのかを知るために、前

半は、第1回と第2回でお見せしてきた写真の今昔を通じ
て、「針畑は何でできているのか」を考えた。写真で切り取

られたいろいろな「場面」とその変化から、針畑の方々が

これまで何とつながってきたのか、どのつながりをどのよ

うに残していきたいのかを考えるためである。具体的には、

「自然とのつながり」、「（針畑）地域内のつながり」、「（針

畑地域と）他地域とのつながり」、「人とのつながり」とい

う視点から写真を紹介した。 
後半は、「針畑の魅力をどうやって伝えるか」を考える。

今回は、「未来の針畑を生きるかもしれない人たちに伝え

る」、という設定で作業を行うことにした。このような設定

にすることで、「未来の針畑に残していきたいもの」が見え

てくるかもしれない、と考えたからである。作業は原稿作

り、プレゼンの順で行った。しかし、この作業では、伝え

られる相手を設定する必要がある。そこで、針畑に移住し

ようか迷っている夫婦に話しかける状況を想定した。夫婦

が市場にある「道の駅くつき新本陣」から、不動産屋の用

意した「バス」に乗り、在所ごとに見て回る。これを受け

て参加者は、バスが、住んでいる在所に停車したら、その

夫婦に対して針畑の魅力を一言で伝える「殺し文句」を投

げかける、というものである。 
準備としては、少しでも臨場感を高めるべく、バスの道

程を実際に動画で撮り、各在所への移動の様子を映し出し

た。お題とプレゼンのためのルールを、以下に示す。 

【お題】 
「30代の夫婦が針畑に移住しようか迷っています。 

あなたなりの殺し文句を言ってください。 
ただし、以下の言い回しでお願いします。」 

☆ルール☆
以下の言い回しでお願いします。 
「針畑は～やけど、～やでえ」 

結果の概要としては、まず、3 組の方々が、針畑の自然
に注目して言葉を紡いでくれた。不便さ、ときには動物に

よる被害といったものと引き替えに、得られる自然の多さ

と美しさは変え難いといったものだった。そして、3 名の
方が、針畑に住む上での目的や目標に注目した言葉を紡い

でくれた。目的や目標を持っていることが大事で、これら

をもって生活してもらったら、そんなに苦痛にはならない

といったものであった。このように、針畑地域編では、な

んとなくでは移住できない現実が示された。 
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４．考察 
（１）プログラム設計の違いによる考察 
地域の方々との話し合いを反映させた結果、朽木市場ま

わり編と針畑地域編とでは、第1回については、参加人数
を、第2回については、天候、地理的条件、年齢等を考慮
し、互いに異なる方法をとることとなった。第3回につい
ても、朽木市場まわり編では未来の人に直接働きかけると

したのに対し、針畑地域編では、未来の住民による選択と

いう設定で企画を立てた。 
なお、朽木市場まわり編は、街場である市場区及び周辺

地区の建物や橋などの人工物の変化を中心に扱った。これ

に対し、針畑地域は農地などの自然物の変化を中心に扱っ

た。それもあって、針畑地域編は、元々広い対象エリアに、

過去と現在の変化を追う題材となった風景地が広く分散し

ていた。また、参加者に高齢の方が多かったこと、当日が

雨だったことも相まって、第2回で現地に赴く企画が行わ
れることはなかった。 
以上の経緯により、企画ごとに異なるWSプログラムが

設計された。 
（２）知識の種類の違いによる考察 

WSのプログラムを設計する段階では、「過去を知る」「現
在を捉え直す」「未来に向けて働きかける」という、過去・

現在・未来の流れに即した三段階に対応した形で企画した。

しかし、実際に古写真WSを実施すると、古写真WSが生
み出す知識には以下の3種類があることが確認された。 
1. 古写真に写っているもの・ことについての知識。 
2. 変化したということの知識。 
3. 古写真によって発露した思いについての知識 
このうち、1，2は第 1回、第 2回で扱われた知識に、3

は全ての回で扱われたが特に第3回の作業課題は、これを
織り込んだものとなった。それゆえに、今回のWSは、知
識の側面から区分すると、「変化を理解する段階」「将来を

選択する段階」という二段階の設計になっていたと言える。 
（３）ワークショップの段階の違いによる考察 
 「変化を理解する段階」では、個別具体の話題へと話題

が深まったのに対して、「将来を選択する段階」では、一般

性のある話題へとまとまっていった。同じ古写真を使って

も題材が変わることによって、古写真の果たす役割が異な

ることが確認された。つまり、地域づくりにおける古写真

の使い方には、個別具体の経験情報を引き出す場合と、個

別に埋没せずにより一般的な「地域らしさ」ということで

表象する場合の両方があった。 
それらを組み合わせることで、過去と主体的に向き合う

ことで見えてくる未来の選択肢を示すことができるかが今

後の課題となる。ただし、誰も経験していない未来を題材

とすることは、後者の観点での古写真利用において有効な

手立てであることが確認されたと思われる。 

５．おわりに 
本報告では、古写真WSを通じて近郊山村地域の将来像

の探索を行った結果を報告し、考察を行った。今回明らか

になったのは、以下の三点である。 
 第一に、古写真収集と現地調査を通して、古写真を起点

に過去と現在を比較しながら考えることに適したトピック

を、もの・こと、人工物・自然物を問わず抽出することが

できた。 
 第二に、「変化を理解する段階」では、地域と自分自身の

過去を振り返ることを通して、個別具体の経験情報が提供・

共有された。また、現地に赴いた方の企画では、将来を眼

差した気づきや疑問が示された。 
第三に、「将来を選択する段階」では、未来を生きる他者

に働きかけることを通して、やや一般化された情報が提供・

共有された。 将来を選択するという題材は、語りの内容

を一般的なものにすると同時に、所属コミュニティや個人

的な関係を一旦脇に置きやすくなる。このような過程を通

して、その古写真が「地域らしさ」として何を表し得るか

を、抽出できることが示唆された。 
 結論としては、古写真を用いて過去から現在への変化を

辿った上で未来を考えることにより、現在を相対化した選

択肢の中で構想し得ること、それが一般性を帯びたもので

あることが示唆された。 
今後は、WS を通じて見出された特徴や将来像が、朽木

地域の他の／一般的な特徴とどのような関係にあるのかを

現地調査を通して明らかにする必要がある。また今回は、

探索過程を報告したが、次の稿では作業内容とその考察に

ついて報告する。最終的には、生業や生活の文書に残りに

くい側面も含めた地域らしさを捉えつつ未来を考える方法

論の確立を目指す。 
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東大阪市枚岡地域における地域還元手法としてのローカルメディア制作とその住民評価 
－KJ法を用いた地域らしさの調査分析から－ 

NPO法人環境デザイン・エキスパーツ・ネットワーク  平瀬 耕 

NPO法人環境デザイン・エキスパーツ・ネットワーク 澁谷 成彦 

大阪産業大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科  川口 将武

１．研究の背景と目的 

人口減少と高齢化に伴う地域コミュニティの弱体化により、

継承されてきた地域らしさの消失が全国の地域で課題となっ

ている。近年、まちあるきや住民参加型のマップ制作によっ

て地域の持つ魅力や“らしさ”を読み解く研究1)  2)  3)が見られ、

それらを表出させた景観整備のあり方や市民による地域の

魅力の気づきが誇りや愛着を育む効果を実証する報告が増

えている。 

本研究は、地域内外の人々がフィールドワークや対話から

捉えた魅力資源から“地域らしさ”を明らかにするとともに、

地域住民にそれらを還元する手法としてローカルメディアの

制作を行い、簡易な評価調査を行うことで、ローカルメディ

アの可能性を探ることを目的とする。 

２.研究の対象地 

本研究は、東大阪市の東部、生駒西麓に広がる地域を対

象地域とした。 

地域の特徴は、生駒山を背景にみどり豊かな自然風景に

恵まれたエリアと地域を横断する鉄道の交通利便性から住

宅都市風景が広がるエリアという二面性を持つ地域である。 

また史資料に基づく文献調査 4) 5) 6)と図上調査 7)から、農

村文化を基盤とし、枚岡神社を中心とした信仰と伝統的文

化行事が、農業の衰退後も今もなお色濃く残る地域構造で

あることが分かった。 

近年、東大阪市は独自の地域分権制度の確立をめざし協

働のまちづくりを進めると共に、2019年ラグビーワールド

カップ開催を契機に着地型観光にも積極的に取り組んでい

る。 

調査フィールドは、昭和 42 年に現在の東大阪市に合併

される以前の布施、河内、枚岡市の旧市区域より枚岡市、

さらに旧市に統合された枚岡村から、枚岡神社を地域の主

要ランドマークとして定めた半径2kmのエリア(1)を枚岡地

域と定義し、その範囲の研究を行うこととした（図-1）。 

３.研究の方法 

“地域らしさ”の調査にあたり、

外部視点として学生8名によるフ

ィールドワーク(2017/6/3，6/27，

7/3)全3回を行った。また内部視

点として市役所職員と枚岡地域住

民である在住の年配者2名(同地

域内サンロード瓢箪山商店街理事

長・同地域内連合自治会元会長）

へのヒアリング（2017/8/7，8/9，

9/13）全3回、更に事業者を交え

た市民向けワークショップ

(2017/9/1～6)を行った。 
外部視点によるフィールドワー

クでは、地域の魅力と感じる写真

を撮影した後、写真データを評価

グリッド法 8)を用い魅力の特徴や

特異性を抽出することで、客観的

視点から再評価した魅力カードを

作成した（図-2）。 
内部視点によるヒアリングとワ

ークショップから得た住民意見に

対し、音声データまた住民による

手書きのテキストからキーワード

を抽出し excelによるデータ化を

行った。 
以上の両視点分の魅力資源をKJ法 9)による分類、その

関係性を読み取り図式化し枚岡における“地域らしさ”を

明らかとする。 

その後、明らかとなった“地域らしさ”を地域住民へ提示

するためのローカルメディアの制作を行い、アンケート調査

から地域還元手法としての可能性を評価した（図-3）。 

４.研究の結果 

（１）地域らしさの調査結果 

外部視点のフィールドワークからは276件、内部視点の

ヒアリングおよびワークショップからは76件の魅力資源

を発見することができた。 
それらを客観的、間主観的に再評価をしつつKJ法によ

る分類を行った結果、歴史・お店・たまり場・みち・景

観・アート・自然・水・産業・石・くらし・塀の12の魅

力資源を抽出することができた（図-4）。それぞれの集ま 

図-２.魅力カード

図-３.研究フロー

図-１.研究対象地 
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写真-１.ヒアリング風景  写真-２.ワークショップ風景 
った魅力資源の件数は歴史の77件が最も多く、ついでお

店の47件、たまり場の46件、みちの42件が全体数の上

位10％を占める結果となった。 
分類された魅力資源には、外部・内部の両視点から構成

されているものが歴史・お店・たまり場・みち・景観・自

然・水・産業・くらしの9種、外部視点のみで構成されて

いるものがアート・石・塀の3種という結果となった。 
特出すべき点として、外部視点では看板、瓢箪をモチー

フとした絵・物等のアート、石垣や段々塀といった時代性

や地域キャラクター、地形の魅力資源を発見することが出

来た。内部視点では行事・まつり・地名等の歴史、カフ

ェ・商店街等のお店といった文化や暮らしに根付いた魅力

資源を発見することが出来た。以上のように、各視点での

魅力だと感じる資源の差異を発見することができた。 
枚岡地域における“地域らしさ”を分析するために、12

の魅力資源をKJ法によってカテゴリー化を行った（図-5）。 

その結果、人ベース、自然ベース、文化ベースの3つの

カテゴリーとそれの重なりから更に3つのなりわいベー

ス、生活ベース、歴史ベースの合計6つにカテゴリー化す

ることができた。 

魅力資源といってもある1つが魅力資源として感じてい

るのではなく、複数

の魅力資源が合わさ

り、無意識のうちに

互いに関係しあう事

で、その魅力資源が

“地域らしさ”として

感じられることが分

かった。以上のこと

から、枚岡地域にお

ける“地域らしさ”

とは、自然・文化と

いった風土に支えら

れ、ともに暮らす人

がそれらを使いこな 
すことで成り立ってきた「山手の地域特性と下町の情緒が重

なり合う景観的特性のある地域」といえるであろう。 
（２）ローカルメディア制作 

①ローカルメディアとは 

明らかとなった“地域らしさ”は、外部視点のみで構成

された魅力資源があることや、ヒアリング・ワークショッ

プを重ねるなかで住民自身が地域の持つ魅力に対し気付い

てない無意識さ、あるいは魅力だと感じていないという再

認識の必要性が明らかとなった。そこで認識の相違を共有

すること、“地域らしさ”に気づき、改めて認識を促すため

の手法としてローカルメディアに着目した。 
ローカルメディアについて影山は、「雑誌や本を読むとい

う経験は、どちらかといえばつくり手→受け手という一方

通行のものでしかない。でも、メディア（媒体物）の本質

図-４.KJ法により分類した枚岡地域の魅力資源 

図-５.枚岡地域における“地域らしさ” 
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を考えると、それは完成されたものを受け取るという非対

照的な関係性ではなくて、つくり手と受け手の相互交渉、

つくり手たちどうしの試行錯誤が発生する過程にこそ価値

があると思う。」10⁾と述べている。以上の見解を踏まえ、地

域らしさを地域住民が再認識するには、地域らしさを情報

発信する媒体に加え、つくり手と地域住民の交流の機会を

もつための展示も合わせることで、ローカルメディアがよ

り創造的に“地域らしさ”を伝えられる地域還元手法とな

るよう企図した。 
②ローカルメディアの制作方法と制作物 
制作に至っては、図-5より導き出した“地域らしさ”を

最も示す写真を厳選し、場所の持つ魅力のヒストリーや理

由を表すキャッチコピーを載せることで、地域住民に“地

域らしさ”を伝える7種の「ひらおかメディア」と名付け

た媒体の制作を行った（図-6）。 
写真の撮影の方法は、構図及びアングルを意識し魅力資

源を撮影する。キャッチコピーの考案については「伝え方

が9割」11）より第三章「強いコトバを作る技術」よりサプ

ライズ法、ギャップ法、赤裸々法、リピート法、クライマ

ックス法の5種類の技術を用い、魅力資源およびそこに潜

むメッセージ性がより顕在化するようポエム調または、ワ

ンフレーズですべてが伝わるキャッチコピーを考案する。 

以上2点のコンテンツに対し、メディアごとにデザイン

要素として、伝えたいコンテクストに見合うフォントの選

定および、強弱、色味の表現を加えた上でレイアウト及び

効果的なグラフィック加工をして完成させた。 
例として、No.03の「いつもの坂道」は、同地域の自然特

性である山裾の居住形態を一つの魅力として捉えながら、

偶然通りかかった人を要素として坂道が奥へと続くアング

ルで撮影、キャッチコピーはそこに住む人の暮らしぶりと

坂道の多い同地域の特性をワンフレーズで表現した。デザ

イン要素としては、親しみやすさを意識し吹き出しまた、

手書き風のフォントをレイアウトした。 

（３）ローカルメディアに対する住民評価 

地域住民、あるいはその周辺の方に展示形式での公開とと

もに、「ひらおかメディア」に対する評価のため3つの形態

の違うものを用意し、どれが地域住民等に好まれるかを配

布しながら、聞き取りアンケート調査をした。形態として

は、手に取りやすい紙を用いた3種類（はがき・名刺・ポ

スター）とした。形態別の効果として、はがきが魅力を誰

かに送ることができる郵送性、名刺が魅力を持ち歩くこと

ができる携帯性、ポスターが視認性と広告性に優れている

点と考えた。 

写真-３.配布の様子 写真-４.展示とアンケート調査風景 

「ひらおかメディア」の公開は、東大阪市で開催された瓢

箪山音楽祭(2017/11/12実施、来場者数1000人)、川中邸での

第14回「美杜里乃屋」愉会（同年12/2実施、来場者数106人

＋スタッフ数37人）の計2回のイベントへの出展を行うこと

で、地域住民との交流を図りながら行った。  

調査結果として、両日ともにポストカード7種350枚・名

刺7種350枚の計700部を用意し配布したところ、結果ポス

トカード194枚(55％)、名刺103枚（29％）の計297枚と全

体で42％の配布結果となった。名刺に対しポストカードの配

布数は約2倍となり、「ひらおかメディア」の形態としては、

ポストカードのほうが好まれる傾向にあることが分かった。 

種類別で最も配布数が多かったのはNo.04の「枚岡神社」

の56枚、ついでNo.02の「近鉄電車」の50枚であった。最

も配布数が少なかったのはNo.01の「愛のベンチ」という結

果になった（表-1）。 

図-６.制作した「ひらおかメディア」 
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表１.「ひらおかメディア」の配布結果 

以上より、「枚岡神社」のような地域のランドマークであ

り、地域の方にとって普段見慣れている、また生活に根差

した文化といった場所や風景に関する「ひらおかメディ

ア」が好まれたのではないかといえる。 

一方、「愛のベンチ」のような地域の何気ない風景を切

り取った「ひらおかメディア」は総じて配布数が少ないこ

とから、地域住民にとっては、当たり前すぎて地域らしさ

としての認識がされていないのではないかといえる。 

しかし、撮影場所やキャッチコピーを付けるに至ったエ

ピソードを話すと理解を示し、持ち帰ってもらえたことか

ら、表面的な印象では語り切れない「ひらおかメディア」

の特性を伝える必要性を感じた。 

聞き取りアンケートによる調査では総数17部の回答を得

た。「ひらおかメディア」に対しての評価は、図-7より大

変、まぁまぁ良いが88％と地域の方から高評価を得た。ま

た図-8より全体を通して設問中90％に良好な気持ちの変化

が見られた。 

しかし愛着が湧いたという意見は設問中24％であったこと

から、気持ちの変化としては、地域愛の醸成に至るまでの変

化はなく、自分もまちの魅力を探したい、まちの魅力を観光

に生かしたいという2つの設問への回答が66％を占める結果

となり、「ひらおかメディア」によって地域に対して自ら行動

を起こしたい気持ちが芽生えた結果となった（図-8）。 

図-７.手法に関する評価  図-８.地域住民の意識変化 

５.まとめと今後の課題 

「ひらおかメディア」の制作と交流型展示を行うことで、

地域住民に概ね良い評価を得たことからローカルメディア

の手法は “地域らしさ”を地域へ還元する有効な手法の一

つであったといえる。 

しかしながら本研究では魅力の収集、「ひらおかメディア」

制作、展示を外部視点のみの個別的に行ったローカルメディ

アであるため、今後はいかに協働で行うかが課題である。ア

ンケート調査により、地域住民自らも地域に対する意識が

向上したことからも、今後は地域住民と連携した“地域らし

さ”の発見とメディアの継続した制作を行うことで、地域の

魅力に気づき合い、教え合うことが地域の魅力を守り育てて

いくことに繋がる可能性も見出すことが出来た。 

その結果、“地域らしさ”はより深い理解を示し、誇りと愛

着のある地域の姿を形成するのではないかと考えられる。 

またメディア配布数から見てもNo.01 の「愛のベンチ」が

最も配布数が少なく人に関する地域の魅力がいかに地域住民

に対して伝わっていないかを表している。人に由来した“地

域らしさ”は、その他に比べて、魅力として成り立つまでの

期間が短く、生活のサイクルの中でいずれ消えゆく可能性が

高い。自然、文化、歴史のように風土となりえた“地域らし

さ”のように、人の生業とその生活の様子も同じように継承

されていく必要が今後のまちづくりにおいて重要なポイント

となるのではないのだろうか。その点においても地域住民が

誇りをもち、魅力として定着させるために、継続したメディ

ア制作を通じた交流と発見の必要性があると考える。 

さらに他地域においても、ローカルメディアによる地域

に対するアプローチがまちづくりにどのような影響を及ぼ

すのかをさらに検証する必要がある。 
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【補注】 

（1）選定理由としては、東大阪市が提唱している「地域分権制度」により定め

られたエリア区分、Bエリアを参考とした。同エリアが、対象地である枚岡地

域を内包している点において、本研究成果を実践活動へ展開するアプローチと

なることも選定理由としている。またエリアを半径 2km と定めた理由として

は、フィールドワークにおいて緻密かつ詳細に調査できる最適な範囲であり、

内部視点による対象者の居住地周辺における魅力と感じる要素の収集を行う

に適していると考えたためである。 
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日常生活圏単位での健康まちづくり指標の体系化 

関西大学大学院理工学研究科 道越 亮介 

関西大学環境都市工学部  北詰 恵一 

関西大学環境都市工学部  宮本 和輝 

1. はじめに

近年，日本は人口減少が進み，超高齢社会が到来してい

る．国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人

口(平成 29 年推計)」1)によると，出生率を中位仮定とした

場合，平成 77(2065)年 10月 1日時点での推計人口は 8,808

万人，65 歳以上の人口は 3,381 万人，人口割合が 38.4%に

なるという推計結果が出されており，今後人口減少と超高

齢社会の問題はますます深刻化していくことが予想される．

厚生労働省によると，高齢者人口の増加に伴い，年金や福

祉に関わる費用の増加だけでなく，医療費も増加してきて

いる．さらに，人口減少，少子高齢化等の社会背景から税

収の減少による地方自治体の財政の逼迫も予想されている．

このため，医療費や社会保障費の抑制を推し進めるため，

予防段階からの生活習慣病等への取り組みを行うなど，日

常生活のあり方から考え直ことが重要となり，併せて国民

の健康に対する関心への高まりもみられている． 

加えて健康まちづくりに関するガイドラインの策定が進

められている．国土交通省の「健康・医療・福祉のまちづ

くりの推進ガイドライン」によると「健康日本21(第二次)」

を中心とした健康づくりの推進の中で身体活動(生活活動・

運動)に関する，10年間を目途とした目標項目として，「日

常生活における歩数の増加(1 日当たりの歩数を約 1,200～

1,500歩の増加)，「運動習慣者割合の増加(約 10％増加)」、

「住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自

治体数の増加(47都道府県とする)」2) の3点が設定されて

いる．このことは，市民の健康を医療関係者のみで支える

のではなく，まちのシステム全体として支えることを示し

ている．特に介護に着目したとき，介護が必要なレベルが

高い人にも生活圏単位でケアをしていくことが求められる

ため，個々の施設の市全体の需給バランスではなく，より

詳細な単位である生活圏単位での需給バランスが問題にな

る．よって本研究では，生活圏単位の健康まちづくりのた

めの指標の体系化へ向け，介護データについて整理するこ

とを目的とする． 

2. 既存研究の整理

本研究が参考にした事例として井ノ口ら 3),4)の健康まち

づくりのための都市，都市活動に基づく健康度評価に関す

る研究が挙げられる．井ノ口らは京阪神における都市活動

と平均寿命の分析をしている・加えて，京阪神主要都市の

医療・健康の現状として主にパーソントリップ調査結果を

用いて医療施設・病床数等の指標の算出を行っている．加

えて，健康度を表す指標として「高齢者トリップ数」，「平

均徒歩時間」，「平均通院トリップ数」，「休日運動割合」，「平

均身体活動時間」の5つの指標と都市機能・都市活動を表

す指標として「高齢化率」，「道路延長」，「鉄道駅数」，「世

帯乗用車保有台数」をはじめとした 10 の指標との関係分

析を行っており，健康度に関する指標をさらに検討するこ

とが課題として挙げられていた．さらに健康まちづくりに

関する指標として，「健康寿命」，「生活習慣病」，「要介護認

定率」を用いて相関分析と，それらの指標と都市形成に関

わる指標として用いられた①自動車保有台数，②都市公園

面積，③病院数，④人口密度，⑤道路総延長，⑥鉄道駅数，

⑦運動施設数の指標の要因分析を行っている．その結果健

康を中心とした街づくりの展開のためには，市民の健康意

識と健康度との関係性の把握，プロジェクト地域の健康活

動に関する分析，都市間の亜要因比較と健康度のパターン

化などが今後の課題として挙げられていた． 

本研究では，日常生活圏での指標体系化を進めるに当た

って，日常の生活による改善が特に期待される要介護に対

する男女別年齢別該当者数のデータを用い，その最初の段

階としての市町村単位での関係性分析を行い，その結果か

ら，日常生活圏域に適用して健康まちづくり指標の体系化

を行う方向性を取りまとめることを目的とする． 

3. 研究の概要

健康まちづくりが進む大阪府吹田市の6つの日常生活圏

域に加え，その西隣に位置する豊中市の7つの日常生活圏

域，南隣に位置する摂津市の2つの日常生活圏域の合計15

の日常生活圏域単位での健康まちづくり指標の体系化へ向

けた健康，介護に関連する指標について整理する． 

(1) 研究対象地域

本研究の対象都市は，千里ニュータウンをはじめとした

比較的新しい地区や JR 吹田駅南部や阪急宝塚沿線等の古

くからのコミュニティが見られる地区など様々な特徴を有

する都市である．特に吹田市と摂津市では．両市に北大阪

健康医療都市がまたがっており，吹田操車場跡地の全面積

49.6haのうち，約半分に当たる 23.0ha(吹田市域 14.4ha，

摂津市域 8.6ha)で開発が進められているまちづくりエリア
5)である．2018 年度を目途にエリア内に国立循環器病研究

センターと吹田市民病院の移転が予定されている．さらに，

関連機関や医療・保健関係企業立地，健康をコンセプトと

した住宅整備等が行われる予定であり，現在進行中の健康

まちづくりの1つの事例である．これを機に吹田市と摂津

市は同研究センターと連携し，循環器病についての予防医

療や健康づくりの取り組みを推進することで，健康寿命の

延伸につなげる 6)ための取り組みが行われる予定である．
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これらの取り組みに向けたベースとなる分析を行うために

本研究ではこの3つの都市を対象地域として選定した． 

(2) 体系化へ向けた既存の指標の整理

ここでは，健康まちづくり指標の体系化に向けた既存の

指標として「高齢化率」と，健康状態に関連する指標とし

て，「要介護(要支援)認定者率」と「要介護(要支援)認定者

比率」を取り上げる．本研究では，近畿圏 (滋賀県，京都

府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県) の2府4県の198

市町村(行政区を持つ政令指定都市は 1 つの市として換算)

を対象として市町村単位での指標を用いて分析する．本研

究では平成27年10月末時点の要介護(要支援)認定者数と，

平成27年国勢調査の男女年齢別人口を用いる． 

要介護(要支援)認定率については, 第一号被保険者であ

る65歳以上，70歳以上，75歳以上，80歳以上それぞれの

要介護(要支援)認定者数と平成 27 年国勢調査結果におけ

る65歳以上，70歳以上，75歳以上，80歳以上それぞれの

人口を高齢者人口とし，式(1)のとおりに算出した． 

要介護(要支援)認定者率=
要介護(要支援)認定者数

年齢階層別人口
(1) 

年齢階層別人口比率については，平成 27 年度国勢調査

結果における65歳以上人口を合計した「高齢者人口」と，

「全年齢人口」を用いて式(2)のとおりに算出した． 

年齢階層別人口比率=
年齢階層別人口

全年齢人口
  (2) 

 要介護(要支援)認定者比率については，式(1)の要介護

(要支援)認定者率と65歳以上人口比率である「高齢化率」

を用いて式(3)のとおりに 65 歳以上人口比率と 65 歳以上

の要介護(要支援)認定者比率のようにそれぞれの指標の年

齢階層ごとに算出した． 

要介護(要支援)認定者比率=
要介護(要支援)認定者率

高齢化率
 (3) 

図-1は近畿圏の198市町村における高齢化率と要介護

(要支援)認定者率を示したものである．市町村単位でまと

めているが，特に，今回の研究対象地域としている豊中市

は赤色，吹田市はオレンジ色，摂津市はピンク色で示して

いる．大阪府，兵庫県は他の府県と比較して市町村による

ばらつきはあまり見られない一方，その他の1府3県につ

いては市町村によるばらつきがみられる．特に，和歌山県

は高齢化率が25.0%以上で要介護(要支援)認定者率が20%

以上の市町村が多い傾向にあることが確認でき，奈良県で

は高齢化率が25.0%以上で要介護(要支援)認定者率が20%

以下の市町村が多い傾向にあるが，要介護(要支援)認定率

が20%以上の市町村も多くあることが確認できる．加え

て，滋賀県は高齢化率によるばらつきと比較して，要介護

(要支援)認定者率のばらつきが多くなっていることが確認

できる．これらのように阪神地域でばらつきが少なく，そ

れ以外の府県ではばらつきが多い傾向が伺える． 

図-1 近畿圏の市町村における高齢化率と要介護(要支援)

認定者率の分布 

図-2 は要介護(要支援)認定者比率を市町村ごとにマッ

ピングしたものである．各市町村が要介護(要支援)認定を

国の認定基準の通りに平等・公平になされているという前

提の下ではあるが，滋賀県甲賀市，東近江市の2市のみ要

介護(要支援)認定者率の方が高いという結果になった．概

ね，京都市，大阪市，姫路市，のような比較的大規模な都

市の方が，要介護(要支援)認定者比率が高く，地方都市の

方が低くなっているという結果になった． 

図-2 近畿圏の市町村における要介護(要支援)認定者比率 

図-3は大阪府豊中市，吹田市，摂津市の日常生活圏域別

要介護(要支援)認定者率と高齢化率を示したものである．

町丁目ごとの推計要介護(要支援)認定者数は，「介護保険事

業状況報告」7)で公開されている第一号被保険者ごとの要

介護認定者数と国勢調査に収録されている男女年齢別人口
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(市区町村別)をもとに，保険者ごとの要介護(要支援)認定

率を算出し，国勢調査の小地域ごとの男女年齢別人口に乗

算し算出されたものである．それを日常生活圏域ごとに集

計し，式(1)，(2)を用いて要介護(要支援)認定者率を，国

勢調査の小地域単位における男女年齢別人口を日常生活圏

域ごとに集計し，高齢化率を算出した．3 つの市すべてに

おいて高齢化率，要介護(要支援)認定者率ともに図-1のデ

ータと比較して高い数字となっている． 

図-3 豊中，吹田，摂津市の日常生活圏域別高齢化率と要

介護(要支援)認定者率の分布 

 図-1,3からわかるように、市町村単位の分析に用いたデ

ータを日常生活圏域での分析に用いることとしたとしても，

その結果は圏域別には異なるものとなる．日常生活圏域で

の体系化へ向けて，より圏域の特徴を反映した分析に近づ

けていくために日常生活圏域別のデータの入手可能性を考

慮し，入手できないデータをいかにして代用するのかが課

題の1つであるといえる． 

図-4 市町村別要支援1，2認定比率(65～) 

図-5 市町村別要介護4，5認定比率(65～) 

 要介護，要支援の認定者数は近年増加しており，とりわけ

軽度の認定者数の増加スピードが早いことが指摘されてい

る．また，65 歳以上全体の認定率を 75 歳以上になると上

回り，以降，年齢の増加に従って急激に増加する．これら

を踏まえ，認定状況に市町村別の地域差が見られるかどう

かを見た． 

図-4 に示すように，65 歳年齢階層の認定者全体に対し

要支援1,2認定比率が高い市町村は，一部を除くと，阪神

間から姫路地域，大阪市から近接南部，奈良県南から県境

を越えて和歌山県の一部に分布している．特に，大阪から

阪神地域にかけてのエリアについては，本地域での都市機

能が最も充実したエリアであり，都市機能と軽度認定者と

の関連が伺える．一方で，図-5 の 65 歳以上年齢階層の要

介護(要支援)認定者全体に対する要介護4,5認定比率につ

いては，相対的に地域差は小さいものの，都市機能が高い

エリアの比率が低く，地方部での比率が高い傾向が伺える． 

 図-6は80歳以上年齢階層の認定者全体に対し要支援1,2

認定比率の分布を示した図であるが，図-4で示された本地

域で都市機能が最も充実したエリアである阪神間から姫路

地域，大阪市から近接南部，奈良県南から県境を越えて和

歌山県の一部が高くなっている傾向は変わらないが，全体

的に要支援1,2認定比率が低くなっていることが確認でき

年齢階層による差はあまり見られない． 

図-7 の 80 歳以上年齢階層の要介護(要支援)認定者全体

に対する要介護4,5認定比率についても同様に，相対的に

地域差は小さいものの，都市機能が高いエリアの比率が低

く，地方部での比率が高い傾向に変わり見られず，年齢階

層による違いもあまり確認できない． 
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図-6 市町村別要支援1,2認定比率(80～) 

図-7 市町村別要介護4,5認定比率(80～) 

4. まとめと日常生活圏分析に向けて

本研究では，日常生活圏単位の分析を目指す過程での市

町村分析を行った．日常生活圏単位での健康まちづくりは，

日常の生活行動に沿った対策となり，健康意識が明確でな

い若年層の健康維持，未病段階，予後・リハビリといった

各局面で重要な役割を果たす．一方で，評価のための適切

なデータを取得するのが難しく，代用データや調査コスト

の高いデータでの判断となる．日常生活圏単位での評価指

標には，2 種類あり，市町村単位の集計データと健康指標

との関連をそのまま小さなゾーンである生活圏単位に転用

できるもの，生活圏であるからこその特有のメカニズムを

表現すべきものである．本研究は，このうち前者を意識し

て行った．その結果，都市機能の充実している地域で，要

支援，要介護認定のうち，比較的軽度の認定が多く，一方

で重度の認定が相対的に少ないことが明らかになった． 

今後の生活圏分析には，次のような方向性で進めていく

べきであると考える． 

① 日常生活を意識した健康まちづくりのうち，予後・リハ

ビリ，外出率の向上等により，重度認定から軽度認定へ

と改善することに着目し，医療・保険費用および介護

者・介護関係者の負担軽減を目指す必要がある．その場

合，それらを支える都市機能が求められるが，重度認定

者が相対的に多いのは地方部であり，地方部のまちづ

くりに健康まちづくりの視点を取り入れる必要がある． 

② 増加する軽度認定者の減少を目指すため，未病あるいは

働き盛り層の日常生活の改善を進める必要がある．比

較的都市部に多いことから，現行の都市機能整備に日

常行動の各局面での運動促進（外出率向上，歩行距離・

質の向上等）を狙いとした視点を盛り込む必要がある． 

③ 市町村単位のマクロ分析ではわからない生活圏レベル

の集計単位ならではの指標を抽出し，評価体系を構築

する．データ収集困難な場合は，自己評価システムを導

入し，個人の認識の向上から自身でデータを取得し，行

動に繋げるメカニズムに重点を置き，個別の評価指標

を提示する必要がある． 

日常生活圏域単位で様々な指標について地域間比較をす

ることは，エリアの弱点が分かりやすくなり，行政が対策

を取りやすくなることが予想される．今回の分析のように

様々な指標を組み合わせて分析することにより地域の特徴

をより把握しやすくなると考えられるため，健康まちづく

り関連の指標のみならず，様々な指標を組み合わせて分析

していくことで，市民がより安心して快適に暮らすことが

できるまちになることに繋がると考えている． 
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子供視点に立ったまちづくりの課題と条件に関する研究 

大阪工業大学大学院工学研究科 副島 脩平 

大阪工業大学工学部      岩崎 義一 

第1章 はじめに 

少子化が進んでいる中で子供の成長を育むまちづくりの

取り組みは必ずしも多いとは言い難い。地域には、そこに

住まう人々が問題を認識し、地域としての価値を高めてい

くこと、いわゆる地域力の一層の強化が必要である。特に

地域力の強化には子供の視点に立ったまちづくりが重要で

ある。なぜならば、地域には、将来を担う子供の定住が必

要だからである。 

 子供の成長を育むまちづくり（以下、子供まちづくり）

を推進するためには、子供の視点による暮らしのまちに対

する認識がいかなるものかを明らかにすることが課題であ

る。 

 本研究では、この課題に対応すべく子供のまちに対する

自由意見による認識構造と潜在的な要因を明らかにするこ

とを目的とする。 

 研究方法は、Y市K小学校区を対象に地元まちづくり協

議会と市役所、小学校の協力の下、学童（4年～6年生）の

自由意見を収集すると共に、これの分析結果から考えられ

る対策などの学童のガリバーマップ上での整理作業情報を

収集した。さらに、ここで収集したデータは文字情報中心

であるため、学童の意識を汲み取るアイテム及びカテゴリ

ーに沿ってコーディングを行った。 

第2章 子供たちの問題意識から見た構造 

2－1記述内容の基本特性 

学童がA：清掃・美化、B：景観、C：安全、D：自然の

４テーマに対して自由に地域の問題点など気づいたこと

（以下、認識対象）を記述した。テーマごとの記述をもと

に7つの評価項目（①認識対象、②発見場所、③人の行

為、④連鎖的被害、⑤公的な場所、⑥施設・設備の配置、

⑦施設・飼育の管

理）についてコー

ディングした。こ

れを②発見場所ご

とに①認識対象の

構成比をみた。（図

－1～図－4） 

公園の認識対象

が最も高いのは、

A：清掃・美化のゴ

ミ（ビニール・菓

子類）で、次に

D：自然の植物（花・雑草）が高い。（図－1） 

建物・設置物の認識対象が最も高いのは、B：景観の落書

きで、次にA：清

掃・美化のゴミ（ビ

ニール・菓子類）が

高い。（図－2） 

道路の認識対象が

最も高いのは、C：

安全の信号機やカー

ブミラーで、次に

車・自転車が高

い。（図－3） 

川・池の認識対

象が最も高いの

は、D：自然の水辺

に住む生物

（水）で、次に

B：景観の危険が高い。（図－4） 

このことから、認識対象は、そのほとんどが公園など生

活空間、道路など移動空間においての問題点指摘であり、

B：景観の落書きなど発見場所が持つ固有な条件も関係し 

ていることがわかる。 

 認識対象の場所を附置したものが図－5である。これによ

ると、A：清掃・美化は公園に集中しており、B：景観は 

公園や建物・設置物の周辺などに離散的に分布している。

C：安全は道路に沿って連なるように分布し、D：自然は 

公園や川・池などに集中して分布している。このことから 

、特に公園、道路に集中しており、生活空間や移動空間な

ど学童が日常的に利用する場所で認識されていることがわ 
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図-1：公園における認識対象記述の割合 
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図-2：建物等における認識対象記述の割合 
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図-3：道路における認識対象記述の割合 
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図-4：川・池における認識対象記述の割合 

図-5：4テーマ別認識対象の記述場所 
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かる。 

2－2 認識対象の関連要因にみる特徴 

本節では、認識対象に対して③～⑥における関係の有無

の割合（図－6）及び⑦における管理タイプの割合（図－

7）についてみた。なお、 

便宜的に③～⑦を一括して関連要因と呼ぶことがある。 

図－6をみると、③人の行為は、A：清掃・美化のゴミ

（ビニール・菓子類）、吸い殻、空き缶・ペットボトルが 

、B：景観の落書きはゴミ（汚れ等）、無断駐輪・駐車が 

それぞれ高い。C：安全とD：自然での特徴は見られなか 

った。このことから、人の行為は日常における不注意やマ

ナーの欠如などの注意喚起が重要となっていることが考え

られる。 

④二次的被害つまり連鎖的被害は、A：清掃・美化の吸い

殻が、B：景観のゴミ（汚れ等）、無断駐輪・駐車が、C 

：安全のカーブミラー、信号機、車・自転車がそれぞれ高

い。D：自然の特徴は、特に見られなかった。このことか

ら、連鎖的被害はゴミなどの他、交通関連施設などへの配

慮・注意喚起が重要となっていることが考えられる。 

 ⑤公的な場所は、A：清掃・美化のゴミ（ビニール・菓子

類）、吸い殻が、B：景観のゴミ（汚れ等）、無断駐輪・ 

駐車が、C：安全のカーブミラー、信号機、車・自転車が 

、そしてD：自然は、生物（水）、昆虫がそれぞれ高い。 

このことから、公的な場所は不特定多数の人のマナーをも

った利用推進が重要となっていることが考えられる。 

⑥施設・設備の配置は、A：清掃・美化のゴミ（ビニー

ル・菓子類）、吸い殻、空き缶・ペットボトルが、B：景 

観のゴミ（汚

れ等）、無断

駐輪・駐車

が、C：安全

のカーブミラ

ー、信号機、

車・自転車が

それぞれ高

い。D：自然

の特徴は、特に見られなかった。このことから、施設・設

備の有効かつ計画的配置の重要性が考えられる。 

さらに図－7より、⑦施設・飼育の管理は、施設・設備の 

管理の関係では、B：景観の危険がC：安全のカーブミラ

ー、信号機、設置物がそれぞれ高い。A：清掃・美化とD 

：自然での高い値は見られなかった。 

運営・飼育の管理の関係では、A：清掃・美化のゴミ

（ビニール・菓子類）、吸い殻、空き缶・ペットボトル、 

犬の糞が、B：景観の落書き、ゴミ（汚れ等）、無断駐輪 

・駐車が、C：安全の車・自転車が、D：自然の生物（水 

）、生物（陸）、昆虫、植物がそれぞれ高い。このことか

ら、施設・設備の管理は危険なものや交通関連施設で、運

営・飼育の管理ではゴミ、汚物、車両、生物等でそれぞれ

高く、必要な管理対象が大きく分かれて認識されていると

考えられる。 

学童の認識対象

に対して必要な対

策は様々である

が、その代表項目

をあげると表-1の

ように考えられ

る。これによると

モラル、マナーを

はじめ種々の意識

の啓発が軸になっ

ている。 

2－3 問題意識による構造の特徴 

 前節までに見た4テーマの認識対象と発見場所の相互の

関係性を改めて分析で確認した。（図－8） 

この結果を見ると発見場所の公園と建物・設置物並びに4 

テーマのうちゴミ（ビニール・菓子類）などA：清掃・美

化に含まれる認識対象や落書きなどB：景観に含まれる認

識対象が一定の座標内に集中して附置されており、生活空

間と生活に関係する認識対象が、極めて共通性が高いこと

がわかる。また、道路という場所で、信号機など道路と関

連が深かったC：安全においても同様の傾向がみられる。

川・池については、D：自然の生物（水）と近くなってい

る。なお、昆虫、生物（陸）、植物は公園で多くみられる 

ためか、公園、建物・設置物の近くに見られる。このこと 

図-7：認識対象別の施設・飼育の管理の割合 
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表－1：認識対象と必要対策 
認識対象 必要と考えられる対策

い
ゴミ(ビニール・菓子

類）、植物

ろ
行為、配置、公的、運営

管理

い 道路占有物、車・自転車

ろ
配置、連鎖、公的、施設

管理

い 落書き、ゴミ(汚れ等)

ろ 行為、施設管理、配置

い 生物(水)

ろ 公的、運営管理

人におけるモラル・マナーの

意識の涵養、住民等の利用率

が高い場所においてボラン

ティア活動、ゴミ箱の配置の

点検など

現在生じている、又は生じる

おそれのある事態の点検・調

査などの管理強化

他者の所有物に対する公徳心

の涵養、または自由に落書き

できる施設の設置

自然、生態等の環境に対する

保全意識の涵養

公園

道路

建物

場

所

河川

注 い：認識対象 ろ：関連要因
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から、認識対

象は発見場所

と関係が強

く、生活空

間、移動空

間、自然空間

の3グループ

に分類され、

前節でみた特

徴と共通性が

みられる。 

7つの評価

項目のまちづくり活動への活用を期待して項目同士に対し

て回答の類似性の分析を行った。（図－9） 

発見場所と公的な場所、認識対象と人の行為、連鎖的被害

と施設・飼育の管理がそれぞれ回答パターンに共通してい

ることがわかる。また、4グループにまとめることができ

て、それは、問題が発生する場所、人が要因、施設が要因 

、管理による影響である。そのことから、認識対象に対す

る関連要因は、大きく分けて、場所、人、施設、管理とな

り、それらの4項目は表-1の対策にも示されている。 

3章 子供たちの解決意識から見た構造 

3－1子供たちの対策案と場所の特徴 

ガリバーマップでの整理作業内容をもとに７つの整理項

目（①対策案、②対策すべき場所、③実施可能者、④管理

形態、⑤対策案の展開場所、⑥公的な場所、⑦対策を実施

する属性）についてコーディングした。これを①対策案と

②対策すべき場所の構成比をみた。（図－10） 

公園の対策案が最も高いのは、美化などに対する意識醸

成で次にルールが高い。道路の対策案が最も高いのは、ル

ールで次にアイデアが高い。川・池の対策案で最も高いの

は、アイデアで次にルールが高い。建物・設置物の対策案

で最も高いのは、アイデアで次にルールが高い。 

このことから、対策案は、どの場所にも共通してルー

ル・アイデアが多く、思考と秩序の必要性を感じているこ

とがわかる。 

ガリバーマップ上で学童が対策すべきと判断を行った場

所に附置したものが図－11である。ここでは、学童が考え

た内容ではなく附置した数を重視してプロットしたもので

ある。これによると、公園に集中しており、建物・設置物 

の周辺等に離散的に分布し、道路、川に沿って連なるよう

に分布していることがわかる。このことから、図－5と比 

較すると、附置の数は違うが、認識対象を発見した場所と

対策すべきと考えた場所に共通性があり、図－8でみた生 

活空間と移動空間は、学童が日常的に利用する場所である

ためか、特に対策すべきと認識されていることがわかる。 

3－2 対策案の関連整理項目にみる特徴 

本節では、③～⑦の割合に

ついてみた。 

なお、便宜的に③～⑦を一

括して関連整理項目と呼ぶこ

とがある。 

 実施可能者として意識醸

成は、住民の手で実施可能

で、ルールで高いのは、公共

として実施可能で、アイデア

で高いのは、住民の手で実施

可能であった。このことか

ら、住民1人1人が解決に

導ける存在であることが考

えられる。（図－12） 

管理形態として意識醸成

は、自己管理で、ルールは

ルール化で、アイデアは常

駐不必要であった。このこ

とから、特に管理者の存在

は不要なことが考えられ

る。（図－13） 

対策案の展開場所として

意識醸成では関係なく、ル

ールでは関係しないものが

多く、アイデアは、実施す

る場所が関係するものが多

い。このことから、特定の

認識対象がある場合、実施

図-10：場所別対策案の構成比 
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図-14：対策案別展開場所の割合 
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展開する場所と並列していることが考えられる。（図－14） 

対策を実施する属性として意識醸成は人で、ルールは制

限・規制等で、アイデアは物であった。このことから、対

策するものによって実施する属性が変わることが考えられ

る。（図－15） 

公的な場所としては殆どの事柄が公的な場所であった。

（図－16） 

3－3 対策意識による構造の特徴 

3－1でみた対策案と対策すべき場所の相互の関係性を改

めて分析で確認した。（図－17） 

公園と意識醸成、

アイデアと建物・

設置物、ルールと

道路の関係性があ

ることがわかる。

これにより、3つ

のグループを作っ

た。公園と意識醸

成が近いことから

利用意識の啓発、

建物・設置物が近

いことから創意工

夫、ルールと道路が近いことから、規制・制限と分けた。

このことから、対策すべき場所と対策案との間に一定の法

則がある。 

7つの整理項目のまちづくり活動への活用を期待して項目

同士に対して回答の類

似性の分析を行った。

（図－18） 

 対策すべき場所と公

的な場所、実施可能者

と対策を実施する属

性、管理形態と対策案

の展開場所がそれぞれ

回答に共通性がある。

類似項目同士で4つの

グループに分けた。対

策、対策意識の高い場

所、物・人・ルール、一貫した管理とした。このことか

ら、大きく分けて、場所、物・人・ルール、管理となり、

図－9と比較すると、相違はあるが、場所・人・管理が重 

要であることが考えられる。 

次に学童が考える対策案を整理した。（表－2） 

これによると、利用者意識の啓発やルール、アイデアの

展開など必要と考えられる対策（表－1の右欄）と同様の 

内容となっている。具体的に表－1と表－2の対策、また 

は希望についてみると以下の通り比較を行った。 

公園での学童は、自分たちの美化などに対する意識啓発 

で、必要と考えられる対策は、モラル・マナーの意識の涵 

養、ボランティア活動やゴミ箱の配置の点検などであった 

。道路での学童は、規制や制限などのルールを改めて再認

識する必要で、必要と考えられる対策は、現在生じている 

、又は生じるおそれのある事態の点検・調査であった。建

物・設置物での学童は、落書き防止ポスターや看板の設置

などのアイデアで、必要と考えられる対策は、他者の所有

物に対する公徳心の涵養、又は自由に落書きできる施設の

設置であった。川・池での学童は、危険防止のために柵の

設置などのアイデアで、必要と考えられる対策は、自然、

生態等の環境に対する保全意識の涵養であった。 

 このことから、表－1と表－2の対策などには相違があっ

たが、大きな差異はなく同様の解決につながっていくもの

が殆どとなっていることがわかる。 

4章 まとめ 

この研究で以下のことを明らかにした。 

・認識対象は、生活空間・移動空間・自然空間の３つに

おいての問題点指摘であり、発見場所が持つ固有な条件も

関係していることがわかった。 

・関連要因と関連整理項目は、共通性があることから対

策プロセスにおいて場所・人・施設が重要であることがわ

かった。 

・地域に広く散在する問題点など認識項目の特性から析

出される一般的対策と学童が考える対策との間には、一部

相違はあるものの共通点が多い。よって学童が持っている

潜在的意識は、大人と大きな違いはないことがわかった。 

このことから、まちづくりにおいて、大人だけの視点だ

けではなく、子供の視点も同時並行して取り入れながら協

働によるまちづくりを進め、将来を担う子供の定住を促す

可能性が広がることが期待される。 

補足 
Y市のまちづくり協議会に協力を得てY市K小学校の児童に対し

て、計三回のまちづくりの特別授業を実施した。第一回：7月中旬に実
施した。全体の説明と全185人の児童を4つのテーマ(A：清掃・美化55
人、B：景観37人、C：安全49人、D：自然44人)に分け、自分たちが
住んでいるところで気づいたことを書いてきてもらった。気づいたこと
とマップデータをもとに分析を行った。第2回：10月中旬に実施した。
分析結果の発表を行った。次に子供たちに分析結果をもとに、個々の考
える対策案、アイデアなどを宿題として考えてもらった。第三回：12月
初旬に 宿題としたものをガリバーマップに班ごとに地元高齢者と一緒
に用いたデータの貼り付け作業を行った。 

対策・希望の関連記述項目

は ゴミのポイ捨て防止や美化などの人における意識啓発

に 実施者(住民)・自己管理・公的

は 規制や制限などの管理・ルールを改めて再認識

に 実施者(公共)・管理(ルール化)

は 問題が目立つ場所に落書き防止ポスターや看板の設置

に 実施者(住民)・管理(常駐不要)・展開場所(配置)・属性(物)

は 危険防止のために柵の設置

に 実施者(住民)・管理(常駐不要)・展開場所(配置)・属性(物)

場所

公園

道路

建物

河川

図-18：整理項目の類似性 

図-17:対策案と場所の関連性の分析結果 
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「シナリオ型」公園づくりの展開プロセスに関する研究 

－大阪府営泉佐野丘陵緑地を事例として－ 

西日本高速道路株式会社 飯田 明希 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 武田 重昭 
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科 加我 宏之 

１．はじめに 

近年､人口減少や価値観の多様化により将来予測や社会

ニーズの把握が難しくなるなかで、公園づくりにおいても

社会情勢に柔軟に対応できる仕組みが求められている。成

長型まちづくりから成熟型まちづくりへの転換が目指され

るなかで、住民の公園に対する要望も多様化し、行政との

協働によって住民が住民にサービスする時代が訪れようと

している。また、人口減少による行政の厳しい財政状況か

ら、住民参画が不可欠となっていることが挙げられる。 

2017 年 5 月には、「都市緑地法等 6 つの法律の一部を改

正する法律」が成立し、民間活力を最大限活かし、緑豊か

で魅力的なまちづくりを実現することの重要性が掲げられ

た。その中で、協議会組織を法定化することが可能となっ

た。これは、協議会での決定事項を、住民だけではない、

多様な主体で話し合いながら公園を育てていくための議論

の場をつくるための制度であり、このようなプラットフォ

ームづくりに関心が集まりつつある。1） 

公園づくりにおける協議会に関する既往研究を見ると、

藤本ら２）は、兵庫県立有馬富士公園で行われた有馬富士公

園運営・計画協議会の構成団体に対するヒアリングと会議

資料から、協議会の位置づけや参画者の関係性、議論の進

め方を明らかにしている。また、公園緑地や里山等での住

民参加による空間整備を扱った既往研究を見ると、下村ら
３）は身近な環境の整備に対する計画から維持管理に至るプ

ロセスを、管理組織の体制と管理実態の変化から捉えてい

る。門田ら４）は官民協働の樹林保全活動の実態から活動の

担い手の育成、活動の立ち上げ、活動の定着に寄与する要

因を明らかにしている。岩村ら５）は公園整備の計画策定時

の住民参加の手法とその参加主体の違いが、その後の市民

団体による管理運営活動に与えた影響を捉えている。千葉

ら６）は河川公園での住民参加プロセスを捉え、計画から管

理まで一貫した住民参加を行うための手法を検討している。

赤澤７）は大規模公園における住民参画型公園のアクション

リサーチの実施内容を把握し、ソーシャルキャピタル形成

の状況を明らかにし、パークマネジメントの課題や展望を

示している。 

以上のように、市民による公園緑地や里山等の空間整備

の計画段階から維持管理に至るプロセスや、公園整備に関

わった市民の管理活動の継続性を探った研究は見られるが、

公園の計画･設計段階から管理・運営が同時並行して進めら

れている「使いながらつくり続ける公園」での協議会や市

民活動が担った役割を明らかにした研究は見られない。 

そこで本研究では、大阪府営泉佐野丘陵緑地を対象に、

公園づくりの管理・運営方針を検討する運営審議会の会議

内容と現地活動を担う市民団体であるパーククラブの活動

内容の経緯を明らかにすることで、これまでの「マスター

プラン型」といわれる調査・計画によって固定的な完成像

を定め、それに向かって事業を推進するような公園づくり

ではなく、多様な主体が協働して状況に応じた柔軟な完成

像を共有し、整備の成果を確認しながら漸進的に事業を推

進する「シナリオ型」公園づくりの展開プロセスを探った。 

図１ 泉佐野丘陵緑地の運営体制の変化 
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２．調査・解析方法 

対象地となる大阪府泉佐野丘陵緑地は、関空国際空港や

阪和自動車道の上之郷インターチェンジといった交通要所

に近く、市域南部の和泉葛城山系の前山に位置する標高40
ｍから 100ｍの丘陵部に存在する。面積 76.5ha の広大な里

山環境の再生を目指している。 

調査・解析方法としては、「泉佐野丘陵緑地基本計画」等

の資料から公園の方針検討と実践調整に関する出来事や体

制の変化を時系列で整理し、基本計画で示されているシナ

リオ展開と照らしあわせて進行段階を特定した。次に、公

園整備・管理項目を「公園緑地マニュアル」８）と「公園管

理ガイドブック」９・10）を用いて体系化した（表１）。これを

基に会議内容は議事録から協議案件数と項目数を内容ごと

に集計し、活動内容はパーククラブ活動報告書から活動内

容と活動日数、活動人数、活動時間を集計し、活動人工を

算出するとともに、各年度における活動場所を特定した。 

３．シナリオの進行段階 

泉佐野丘陵緑地では、開園前から運営会議設立準備委員

会や運営会議が開催され、市民団体「パーククラブ」が設

立されている。2014年8月に開園し、大阪府、府民、学識

経験者をはじめ、企業グループの大輪会や、連携事業団体、

持ち込みプログラム公募団体といった多様な主体が公園づ

くりに関わっている。 

そこで本研究では、運営会議設立準備委員会が設置され

た平成 19 年度からの 3 年間を序幕、パーククラブが設立

された平成22年度からの4年間を一幕、開園から、持ち込

みプログラム公募団体、連携事業団体といった新たな主体

が参画する平成26年度以降の3年間を二幕と特定した（図

１）。 

 序幕の「方針検討の場」は運営会議であり、大阪府、泉

佐野市、学識経験者、大輪会で構成される。「実践調整の場」

は大阪府のみである。 

 一幕の「方針検討の場」は、構成員にパーククラブが加

わる。「実践調整の場」には、パーククラブ、専門家、学識

経験者といった構成員が加わる。一幕前半では、実践調整

の場における会議は未設置であるが、一幕後半で会議が設

置され、関係性が発展する。 

二幕の「実践調整の場」では、持ち込みプログラム公募

団体や連携事業団体といった新たな構成員との連携がはじ

まる。 

４．運営審議会・パーククラブ活動の変遷 

【会議内容】 

対象会議は、運営会議設立準備委員会（平成19年12月
～平成20年3月）、運営会議（平成20年４月～平成24年
10月）、運営審議会（平成24年11月～平成28年3月）の

3つの会議とし、対象年度としては10年間となった。議事

次第から、1 年間に開催された会議回数、対象項目である

協議案件の案件数の整理を行い、議事次第と議事録を基に

体系化した項目に該当する項目数を整理し、内容ごとに集

計し、進行段階ごとの会議内容の特性を把握した。 
序幕は年 4 回の会議で案件は 10 項目前後であり、一幕

以降では年6回で20項目前後となっている。 
序幕の会議内容は管理に関する項目が約 6～8 割と大半

を占め、特に平成 19 年度はパーククラブ設立に向けた公

園管理体制の議論が半数を占める。整備に関する項目は平

成19年度の約１割から平成21年度の約4割へ増加してお

り、特に平成 21 年度は実施設計の議論が一定の割合を占

める。 
一幕は管理に関する項目が前半の約 6～7 割から後半の

約 9 割へと増加し、特にパークマネジメントの議論が約 4
～5割を占めている。整備に関する項目は前半が3～4割で

特に平成23年度は施工管理・技術開発が約2割を占め、な

かでも特に園路広場整備の議論がなされている。一幕前半

はパーククラブ活動当初の園路広場整備の議論が中心であ

り、後半はパーククラブの活動方針や活動計画が中心にな

る。 
二幕は、管理に関する項目が約6～8割を占め、特に平成

27年度は開園に伴って利用プログラムの議論が約2割を占

める。整備に関する項目は約2割から4割へ再び増加し、

特に平成28年度は基本計画が約1割と一定存在する。 
以上から、序幕から二幕すべての年度において、管理に

関する項目が約 6～9 割と大半を占め、10 年の間に管理と

整備に関する議論の割合が繰り返し増減することが明らか

となった。 

区分 大分類 中分類

基本構想
基本計画
基本設計
実施設計
基盤整備
植栽
施設整備
グラウンド・コート整備工
自然育成
技術開発
植物管理
施設管理
清掃
情報収集
情報提供
イベント
利用プログラム
公平・平等な利用の確保
利用指導
利用調整
公園施設の運営
マネジメントの計画
マネジメントの実施
マネジメントの評価

管理

維持管理

運営管理

パークマネジメント

整備

計画・設計技術

施工管理・技術
開発

表１ 公園の整備・管理項目表 
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【活動内容】 
対象としたパーククラブは、公園のテーマや理念を共有

しながら、泉佐野丘陵緑地を舞台に多彩な活動プログラム

を運営し、人と公園をつなぐボランティア組織である。対

象年度は、設立した平成 22 年度から現在までの 7 年間と

した。パーククラブ活動報告書から、活動日数、活動人数、

活動時間を整理し、体系化した項目に該当する活動内容ご

とに集計し、人数と時間の積で求める「活動人工」を算出

し、また、活動場所を特定し、進行段階ごとの活動内容の

特性を把握した。 
活動量を人工でみると、一幕前半は平成22年度の968.5

人工から平成 23 年度の 3083.3 人工へと急激に増加し、一

幕後半は横ばいであるが、二幕になると平成 28 年度の

6091.9人工まで再び増加する。 
活動内容は一幕から二幕を通じて、整備に関する活動が

約2～3割、管理に関する活動が約7～8割で概ね同じ割合

である。 
その内容を詳細にみると、一幕では、管理の中でも情報

収集の割合が約 1～2 割と高く、整備は園路広場整備が中

心である。活動場所は、一幕後半の園路広場整備の進展に

あわせて広がっている。計画・設計技術に関する項目も一

定の人工が確認でき、空間整備だけでなく計画・設計にお

いてもパーククラブが一定の役割を担っていることがわか

る。 
開園後の二幕では、管理はイベント・利用プログラムの

割合が約 1～3 割と高く、整備は一幕での園路広場整備に

加え、修景施設整備、遊戯施設整備といった公園利用者へ

の対応がみられる。活動場所をみると、整備と管理が重複

するエリアが多く、使いながらつくり続けている場所が広

がっていることが確認できる。 
以上から、一幕、二幕すべてにおいて、整備に関する活

動が約2～3割、管理に関する活動が約7～8割の割合で概

ね同じ割合であるが、その内容を中分類や小分類で詳細に

みると変化があることが明らかとなった。 

５．まとめ 

泉佐野丘陵緑地における公園づくりのプロセスは、以下

のように展開されたことが明らかとなった。 
序幕は、方針検討の場である運営会議において、活動主

体となるパーククラブの設立に向けた公園管理体制の議論

に重点がおかれた。 
一幕は、パーククラブが設立され、方針検討の場と実践

調整の場の両方にパーククラブが参画し、一幕前半は整備

が中心で、一幕後半では整備の進展に伴って明確な活動方

針の設定といった管理に議論の重点がおかれ整備から管理

へ転換する。 
二幕は、開園後、持ち込みプログラム公募団体や連携事

業団体といった新たな主体が実践調整の場に参画し、新た

なエリアでの整備の議論とともに使いながらつくり続ける

場所が広がっていく。 
このように、管理と整備に関する議論と活動を繰り返す

シナリオとなっていることがわかった。次の展開に向けて

は、パーククラブの参画にみられるように、新たな公園づ

くりの担い手を積極的に方針検討の場に巻き込んで方針を

検討しながら、公園づくりの活動を拡大していくことが重

要であると考えられる。 

0 20 40 60 80 100

平成19年度

平成20年度
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【運営審議会の会議内容】 【パーククラブの活動内容】

二
幕

序
幕

一
幕

前
半

後
半

整備-計画・設計技術

整備-施工管理・技術開発

管理-維持管理

管理-運営管理

管理-パークマネジメント

（％）

図2 各年度における会議内容・活動内容の変遷 
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「シナリオ型」公園づくりでは、方針検討の場において、

パーククラブの設立や開園のような各段階の状況にきめ細

かく対応した方針を検討できることや、実践調整の場にお

いて、方針検討の場にも参加することで、方針に即した活

動を進めるだけでなく、実践調整の中で生じた課題を方針

検討の場にフィードバックさせ、次の段階への進展を考え

ることができること、また、整備や管理を同時に行うこと

で、使いながらつくり続けるエリアを拡大していくことで、

公園利用のニーズや担い手の状況に柔軟に対応していくこ

とができるといった可能性があると考えられる。 
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関西における鉄道会社の地域密着型事業への取り組みに関する研究 

大阪工業大学工学部   岩本 圭司 

大阪工業大学大学院工学研究科  井本 雅史 

大阪工業大学工学部   岩崎 義一 

1章 はじめに 

1－1. 背景と目的 

昨今の鉄道会社の問題として、利用者の減少に伴う収益

の低下が挙げられる。平成に入ってから輸送人員は横ばい

が続いており、少子高齢化が急速に進む日本において、今

後は輸送人員の減少が進むとみられている。鉄道会社はこ

れに対応するため、経営の多角化に乗り出し、百貨店事業

やホテル事業、不動産事業などを通して沿線価値を向上さ

せ、鉄道利用者を増やすという沿線開発セット型モデルを

展開してきた。 

 しかしながら、近年のニーズ変化により、地方部の百貨

店の閉鎖や不動産開発の鈍化がみられるようになり、先の

ようなモデルに陰りが見えはじめ、従来のような経営モデ

ルに頼ることができなくなった。京阪グループ次期中期経

営計画「創生果敢」（1）において、地域密着型への転換を唱

えているように、今後の鉄道会社は沿線価値向上のために

地域密着型事業を展開していくことが考えられる。具体的

事業としては、保育所や有料老人ホームなどの福祉事業や

農業などへの参入である。 

 本研究では地域密着型事業（以下、対象事業）の実施に

関する評価分析を行い、鉄道沿線地域を軸とする地域活性

化に資する都市計画情報の蓄積を目的とする。 

1－2. 方法 

 対象事業の選定にあたってはホームページで公表されて

いる関西の鉄道会社（2）のニュースリリース（報道向け資料）

を過去5年分（2013年～2017年）調べ、研究テーマに合致

する事例を計176件選定した（3）。なお一部、過去5年より

前の事例も含まれている。選定した176事業の特性をみる

ための評価項目（4）を設定し、社会的属性、展開戦略、展開

資源、活動内容の評価項目の4つ（以下、評価項目群とい

う）に分類した。これを変数化すべく数値化を行った。こ

の作業では各事業のニュースリリースを読み、文章から読

み取れる情報をコーディング（数値項目別に分類）した。

一部、文章から読み取れない情報については広告、パンフ

レット、過去の開催情報、報道等から収集し判断した。 

 本研究の作業方針としては、井本ら（5）は特定地方交通線

転換鉄道を対象に路線活性化事業と非固定旅客者数の増加

の関係とその要因を分析し、飲食に関するイベントの実施

が大きく関係していることを明らかにしている。この過程

において、イベント（各種事業）や地域条件等資源の旅客

者数増に向けた活用の程度を評価することも試みており、

各種事業の具体的評価が残された研究課題（イベントなど 

ソフトな事業の実施に係る組織体制、方法、内容、成果 

などの属性について明らかにすること）となっていること

から、本研究では前述のコーディングデータの特性を概観

した上で、この課題を明らかにして地域密着型事業の実施

内容にみる特性とこれによる影響、並びに各種特性の関係

性の分析を試みた。 

2章 評価項目群の基本特性 

対象事業の傾向をみるために、コーディングした数値デ

ータを単純集計した結果、各項目群から次のようなことが

分かった。 

・社会的属性：企業の参加が最も多く、人材と知識の協力

が多い 

 鉄道会社はノウハウを持った企業と連携して事業を実施

することが分かった。これは単独で事業を行うよりも成功

する確率を高めていると考えられ、企業だけにかかわらず

人材、知識の協力が多いこともこのことを表している。 

・雇用創出：沿線地域への影響は限定的  

事業のねらいは沿線価値向上（34％）、観光客増加（30％）、

鉄道利用者増加（30％）の3つに大別され、地元参加の方

法も利用者側（61％）が多数を占めるため、雇用誘発につ

ながることは少なく、その結果日本創生会議提言に当ては

まらない事業が多くなっていると考えられる。 

・展開事業者：私鉄大手5社による事業が多い 

大手私鉄 5 社とそのグループが実施している事業は 118

件（67％）で全体の過半数を占めていることがわかる。こ

れは事業を実施するにはある程度の会社規模が必要である

と考えられる。 

・活動の評価項目：事業の対象者は自社路線沿線の住民で

あり、短期的（単発含む）な事業が多い 

自社の路線周辺に住んでいる住民を対象にした事業は

75件（42.6％）であった。一方で、遠方者を対象にした事

業は23件（13.1％）であった。これは自社の路線ユーザー

向けにサービスを提供し、路線の利用を促していると考え

られる。活動内容における分野の多くを占めるイベント事

業は123件（69.9％）、その他の分野（介護、子育て、農業

など長期に亘る事業）は41件（23％）となっている。これ

は長期的な事業は維持管理の負担が多いため、短期的な事

業を行う方が鉄道会社の負担が軽く実施しやすいのではな

いかと考えられる。 

 以上4つの点を総合すると、地域密着型事業は時間的、

空間的、社会的にみて大手企業による地域貢献型単発事業

の展開が主だったものであると言える。 
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3章 評価項目郡間の関係性 

3－1. 事業展開別実施地域構造の特性 

先ず鉄道会社に対する協力組織体別に事業展開地域を見

た。協力組織体は自治体から企業、個人まで社会的影響力

の異なる多様な組織であった。そして、組織の種類（影響

力の大きさ）に関係なく事業はすべての組織において郊外

で行われているケースが多いことが分かった。特に、個人

の項目については郊外に突出していることが分かる。また、

都市部で実施している事業は企業が最も多く、これは人口

が多いなど、都市集積による外部経済の影響が関係してい

るものと考えられる（図－1）。 

図－1 地域別における協力組織別のクロス集計 

次に事業分野別展開地域特性を見るため、分野と実施地

域のクロス集計を行った（図－2）。 

図－2 実施地域における分野別のクロス集計 

ここでも多くの場合で郊外に展開しているが、商業につ

いては唯一、郊外よりも都市部に展開している。また、子

育て支援・介護支援などの福祉関連事業は主に郊外に社会

的需要があると見ることができ、ここからも需要対応型の

事業が行われていると考えられる。 

以上を踏まえると、対象事業は地域の種々の需要に対応

して展開していることが分かる。 

3－2. 具体的実施場所別事業の特性 

遊休・休耕地を利用している事業では路線近辺で事業が

行われていることが極めて多かった（図－3）。反対に駅近

辺で行われている事業はガード下、ビル等のテナント、公

共用地などで多かった。 

図－3 土地条件と立地環境のクロス集計 

続いて実施場所別に自治体（協力組織）の参加状況を見

た（図－4）。 

図－4 土地条件と自治体のクロス集計 

自治体が最も多く参加していたのはガード下であり、次

いで公共用地、遊休・休耕地は 33.3％、14.3％であった。

実施場所の土地利用の公共性が高まるにつれて、自治体の

参加が増加する傾向にあるといえる。一方で、ビル等のテ

ナントで行われている事業には自治体の協力はなかった。

これは自治体側も土地活用政策に対して苦慮しており、鉄

道会社と協力することで一定の成果を得ようとしているの

ではないかと考えられる。 

これらが数量化分析からも同様の特徴がみられるかを検

証の意味を含めて、次章にてコレスポンデンス分析を実施

する。 

3－3. 事業がもたらす地域環境の変化 

事業分野別に雇用誘発の有無を見るために、まず雇用誘

発と分野のクロス集計を行った（図－5）。 

図－5 事業分野と雇用誘発の有無とのクロス集計 
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図－5 より、雇用誘発に繋がるようなイベントは行われ

ていないことがわかった。一方で、全体の件数が少ないも

のの、介護や子育て支援の分野ではそれぞれ33.3％、16.7％

と比較的高い傾向になる。よって、郊外での展開が多い福

祉事業などは雇用誘発につながる事業の割合が多くなるこ

とを示している。 

次に期待される成果別にメリットを受ける対象の範囲を

みた（図－6）。 

図－6 メリットを受ける対象の範囲と期待される成果のクロス集計 

これによると、レジャー客増加を狙った事業では地域が

メリットを受けるケースが著しく多いことがわかった。 

期待される成果が生活の質向上のようにより個人的な利

益につながる事業には、企業の参加が多くなる傾向にある。

またレジャー客増加は、地域単位でメリットが生まれるが、

企業や個人に対してはある一定の業種にしかメリットが生

まれないため、低い値が出たと考えられる。一方、今後展

開が増えると考えられる生活の質向上についての事業は、

レジャー客増加とは対照的に個人へのメリットが高い値と

なっていることから、沿線住民を対象とした事業が多いこ

とを示唆している。 

次に地域貢献内容と利用者の参加目的のクロス集計を行

った（図－7）。 

図－7 地域貢献内容と利用者の参加目的のクロス集計 

これによると、利用者の参加目的が日常生活のサポート

である場合、地域貢献内容は利便性が突出していることが

分かった。全体的に件数の多い余暇活動（レジャーなど）

は主に集客性の面で地域に貢献していることが最も多かっ

た。 

以上のことより、介護支援などの事業は時代のニーズに

より成長しているため、鉄道会社もそのニーズに応えるた

め積極的な展開に乗り出しており、鉄道会社以外の協力組

織としての企業もその流れに同調しているといえると考え

られる。 

3－4. 各種特性の関係性分析 

コレスポンデンス分析を実施し、クロス集計結果を、散

布図を使ってカテゴリー間の関係を視覚化し、軸の意味づ

けをすることによって理解を深めることとする。以下にコ

レスポンデンス分析の結果を述べる。 

事業主体と分野のコレスポンデンス分析から各鉄道会社

にはそれぞれ事業に特色があることが分かった。鉄道会社

は4グループに分けられる（図－8）。まずAグループ（都

市型）は京阪HD、近鉄GHD、その他の鉄道会社（JR、準

大手私鉄、中小民鉄、公営鉄道）、Bグループ（地方部床立

地型）には神戸電鉄、C グループ（郊外地点立地型）には

阪急阪神 HD、D グループ（地方部土地展開型）には南海

Gが属する。Aグループはイベント、Bグループは子育て

支援、介護支援、C グループは物流、商業の事業と関連が

強く、Dグループは農業と関連が強いことが分かった。 

図－8 事業主体と分野のコレスポンデンス分析 

また事業の実施地域別特性を地理的な観点から見るため、

QGIS を用いて分析を行った（図－9）。するとどの分野も

自社の沿線で事業が行われており、沿線の中でも比較的市

街地（6）に集中する傾向が見られることがわかった。さらに、

農業は市街地だけでなく比較的田園地域でも事業が行われ

ているという他の分野にはない特徴があった。 

図－9 各事業の分野別分布特性 

図－10期待される成果と実施地域のコレスポンデンス分析 
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同様に期待される成果と実施地域のコレスポンデンス分

析から各事業の目的とメリットを受ける対象の範囲の関連

を調べA，B，Cの3グループに分類した（図－10）。Aグ

ループ（郊外展開型事業）を見ると、生活の質向上は個人

との関連が強いことが分かった。これは生活の質向上の内

容が介護支援、子育て支援など具体的なものであるため、

個人と結びつきやすいということが理由として考えられる。

B グループ（地方展開型事業）では、レジャー客増加、人

口増加は地域と相関が強いことが分かった。これは目的が

限定されているものの、内容が具体的でなく事業の範囲が

広すぎるため、自治体など行政の支援なしには事業の成立

が難しいのではないかと考えられる。実際にメリットを受

ける対象の範囲が沿線地域である事業は、自治体が参画す

ることが他のメリットを受ける対象の範囲の事業に比べて

多くなっている。これは事業の公共性の高さとメリットを

受ける対象の範囲に関連性があると言える。Cグループ（観

光型）では鉄道利用者増加と企業に相関が強いことが分か

った。イベント等によって鉄道利用者増加を狙う場合、地

元企業等による協力がある場合が多いことが理由と考えら

れる。 

次に立地環境と土地条件のコレスポンデンス分析から、

どのような土地を利用して各事業が行われているかを調べ

るためにA，B，Cの3グループに分けた（図－11）。 

図－11 立地環境と土地条件のコレスポンデンス分析 

Aグループ（地点立地型事業）では駅近辺で行われてい

る事業はビル等のテナント、公共用地（公園、駅の施設内

など）が多く活用されていることがわかった。これは駅近

辺では大規模な土地が確保できず土地展開型ではなく床立

地型の事業が行われていると考えられる。 

図－12 利用者層2と利用者の参加目的のコレスポンデンス分析 

続いて、利用者層と利用者の参加目的のコレスポンデン

ス分析から、沿線住民の厚生増大の意向と事業目的に関連

があることがわかった。また、A（非日常型イベント），C

（観光促進型）グループは厚生増大の意向が強く、B（日

常福祉型）グループはやや弱いと考えられる（図－12）。一

方で、A，B グループは事業の目的がより明確である。A

グループは対象者が不特定なため広範囲で事業が行われて

いる。BグループもAグループと同じような所で行われて

いるが、郊外にも立地している。これは沿線住民を対象に

していることと、より普段の生活に関連の深い事業が行わ

れているからと考えられる。 

4章 まとめ 

本研究では以下の3点が分かった。 

・地域密着型事業は大手企業による時間的、空間的、社会

的地域貢献型事業であった。 

・個々の住民の生活に対応している事業ほど郊外での実施

が多いなど、事業分野と展開地域には密接な関係があり社

会的需要に応じた需要対応型の事業が行われている。 

・どの事業も各社の沿線で実施されているが、とりわけ市

街地に集中する傾向がある。 

今後の鉄道会社には、地域全体を巻き込んだ地域密着型

事業を行い地域活性化に積極的に寄与することを期待した

い。また本研究は事業の詳細な評価が不十分なため、これ

らについては今後の研究課題とする。 

[補注] 

(1)京阪グループ次期中期経営計画「創生果敢」（2015～2017 年度） 

 対象鉄道各社のHP URL省略  

(2)関西大手私鉄5社（近鉄、京阪、南海、阪急、阪神）、準大手私鉄4社 

公営を含む中小私鉄9社（なお、分類上では資本関係のある阪急、阪神を

阪急阪神HD（能勢電鉄を含む）、南海電鉄、阪堺電気軌道を南海Gとし

ている。） 

(3)評価項目群の詳細は以下の通り 

評価項目群の体系表 

(4)井本 雅史（2016）「特定地方交通線転換鉄道」の利用状況と路線再生 

の要因に関する研究、日本都市計画学会関西支部研究発表会・論文集

pp41-44 

(5)市街地の判断基準としてはDID地区（人口密度4000人/ｋｍ2が隣接して、

人口が5000人以上となる地区）を用いている。 

[参考文献] 

1)京阪電気鉄道株式会社（2015）中期経営計画「創生果敢」pp2-23 

2)産経WEST（2017）経済欄8月8日付けWEB版、産経新聞社 

3)菅 民郎（2017）例題とExcel演習で学ぶ多変量解析-因子分析・コレスポ 

ンデンス分析・クラスター分析編- pp142-162、株式会社オーム社 

4)国土数値情報ダウンロードサービスhttp://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 

5)基盤地図情報ダウンロードサービスhttps://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 
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2018 年度 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 

講演概要（要旨） 

1 神戸市塩屋ジェームス山の戦後拡張計画について 

○水島あかね，玉田浩之

Study on postwar expansion planning of James-yama estate at Shioya, Kobe 

○Akane MIZUSHIMA，Hiroyuki TAMADA

Shiya，James estate，Foreign Residential Area 

塩屋，ジェームス山，外国人住宅地 

 神戸市垂水区の塩屋には、1933 年より、神戸在住英国人実業家アーネスト・ウィリアム・ジェームスが

開発された通称ジェームス山と呼ばれる外国人居住地がある。本研究はジェームスが構想していたジェー

ムス山の拡張計画の一端を明らかにすることを目的としている。

ジェームスの構想は高丸全てを開発するという壮大なものだった。その背景には、ジェームスがかねて

から述べていた「外遊客誘致のための裏山の開発」の実現という強い思いがあったと考えられる。残念な

がら、志半ばでジェームスはこの世を去るが、生きていたら更に私財を投げ打って土地を購入していたこ

とが想像できる。その後、ジェームスの構想を引き継いだ井植によって、新たな住宅地が開発されること

になった。 

James-yama estate is suburban residential area in Shioya, Kobe. This area was developed by Ernest 

William James from 1933. He constructed 55 high-rent houses, aimed at foreigners. He had the 

second housing development plan at the same area before the war. As he died without realizing 

his goal in 1952, his plan did not carry out all plan, and the details is unknown. This paper 

shows his expansion plan after the war through land ledgers and the Village Plot Plan which was 

made by James. He had purchased of land to develop residential area. His properties was sold to 

Toshio Iue who was president of Sanyo Electronic Co., Ltd. Mr. Iue was developed the land taking 

over James’ will. 

2 
農住都市構想による初期賃貸住宅に関する研究 －昭和 46 年〜51 年に農地所有者等賃貸住宅建設融資利

子補給臨時措置法によって建設された賃貸住宅について－ 

○佐伯亮太，松本邦彦，澤木昌典

A Study on early stage rental apartments based on the  Agricultural-Housing concept -About 

the rental apartment constructed by Agricultural-Housing Financing Law in 1971-1976.- 

○Ryota SAEKI，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI

Agricultural-Housing concept，Agricultural-Housing Cooperative project，urban farmland，

farmland conversion 

農住都市構想，農住組合，都市農地，農地転用 

昭和 40 年代、国が政策を検討し農協と農家が中心となって進めた、農と住を融合した居住環境の構想と

して、農住都市構想が発表された。本研究は、農住都市構想を他の制度と比較し位置づけを明らかにした

上で、その実現に向けた、歴史の整理をおこなった。さらに、建設費の融資制度である農住利子補給法に

基づいて昭和 46〜51 年に建設された 232 件の建設概要を整理すると、建設主体の多くが個人であり、建設

数も都道府県ごとに偏りがあった。また建設された団地配置も想定していたものとは異なった。それらの

結果、関係省庁の想定していた農住構想と実態の差異が明らかになり、後に制定される農住組合制度への

連続性が見出された。 
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In 1960 's, the Agricultural-Housing concept was released as a city development concept about 

mixing Agriculture and community housing. The government considers the concept and Agricultural 

Co-operatives and farmer led the concept. This research shows how to consider about the 

Agricultural-Housing concept from the history and how to realize the concept.  

The target is 232 cases in early stage rental apartment with the concept (1971-1976). These cases 

were built by the concept of Agricultural-Housing Financing Law .  As a result, much of house 

was built by personal, and the arrangement was different from the concept. The number of 

Agricultural-Housing was different every prefecture. 

This result will influence for the Agricultural-Housing Co-operatives Law that established in 

1981 . 

  

3 
高齢化・人口減少過程における郊外住宅地居住者の生活行動特性 －兵庫県三木市緑が丘町・志染町青山

地区を対象に－ 

 ○青木嵩，角野幸博 

 
Living Behavior of Suburban Residents in the Aging and Population Deciline Process -the Case 

of Midorigaoka-machi and Shizimi-Aoyama Areas at Miki city, Hyogo Prefecture- 

 ○Takashi AOKI，Yukihiro KADONO 

 Suburb，Urban Revitalization，Dual-income Household，Living Behavior 

 郊外住宅地，都市再生，共働き世帯，生活行動 

 

本研究は、高齢化や人口減少が進む郊外住宅地の再編の方向性を模索する為、それら郊外住宅地における

居住者層の中でも特に共働き世帯の日常における生活行動特性を明らかにすることを目的とする。高度経

済成長期に開発された郊外住宅における居住者の人口構造は変化してきた一方で、商業や生活支援などの

施設機能といった地域構造は更新が成されずにいる。そのような状況下において高齢者を対象とした再編

の方向性は議論されているが、その他の居住者層には焦点をあてた議論はされ難い。本調査を通し、近年

増加傾向にある共働き世帯の生活行動特性が食料品の購買や外食頻度などの点で高齢者と異なることをア

ンケート調査より明らかにした。 

  

This research aims to clarify the living behavioral characteristics of dual-income households 

among dwellers in suburban residential areas, in order to identify the direction of reorganization 

of suburban residential areas where aging and population declines proceeding. While the population 

structure of residences in suburban area, developed during the period of high economic growth, 

has been changing, regional structures such as commercial facilities and living support functions 

are not renewed. Under such circumstances, the direction of reorganization targeting the elderly 

is discussed, but discussion focusing on other residents is hard to be argued. Therefore, this 

survey clarified from the questionnaire that living behavior characteristics of dual-income 

households, which are on an increasing trend in recent years, are different from elderly people 

in terms of purchasing foods and frequency of eating out. 

  

4 公的賃貸住宅が内包する課題について －大阪府住宅供給公社・茶山台団地居住者アンケート調査より－ 

 ○玉井香里，三好庸隆 

 
About the problem inside public rental housing -From questionnaire survey on residents of 

Cyayamadai Danchi of Osaka Prefectural Housing Corporation- 

 ○Kaori TAMAI，Tsunetaka MIYOSHI 

 public rental apartment，questionnaire survey 

 公的賃貸住宅，アンケート調査 
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昭和 30 年代以降に建設された住宅団地では居住者の高齢化、建物の老朽化の他様々な問題を抱えている。 

本研究では大阪府住宅供給公社の茶山台団地でのアンケート調査結果から、居住者がどのようなこと関心

をもち、不安を感じているかを明らかにすることを目的としている。 茶山台団地では高齢者が住みやす

いまちづくりが望まれている。特に配食や買い物支援について、今後対策すべき課題と考えられる。併せ

て災害時への備えや避難に対しての不安を感じている居住者が多いことから、防災組織を整備する必要も

あると考えられる。 

  

Housing estate constructed building after 1955 has many problem: aging of residents, old aged 

building etc.  

The purpose of this study is to clarify what kind of things are the residents interested in and 

what kind of things does residents feel uneasy from questionnaire survey on resident of Cyayamadai 

Danchi of Osaka. 

 Prefectural Housing Corporation. 

 Residents hope comfortable town planning for elderly residents. Especially it is thought that 

feeding and shopping assistance are problem to need to take measures from now on.  And it is 

thought that disaster prevention organization should be prepared because many residents feel 

uneasy about prepare for disasters and evacuation. 

  

5 明治-昭和期の随筆にみる京都の風物に関する研究  

 ○田中椋，山口敬太，川崎雅史 

 An atmosphere of Kyoto expressed in essays in Meiji-Showa Era  

 ○Ryo TANAKA，Keita YAMAGUCHI，Masashi KAWASAKI 

 Kyoto，atmosphere，essay 

 京都，風物，随筆 

 

近年の観光商業化は京都が本来持っている風物に少なからず影響を与えている。今後の景観政策は「京都

らしさ」の本質的なあり方を継承するものでなくてはならない。本研究では明治-昭和初期の随筆を資料と

して内容分析を行うことで、近代化による京都の風物が変容する様を目の当たりにした文人が捉えていた

「京都らしさ」の認識を明らかにし、その風物の型を示した。その結果、平安京以来の生活が息づく自然

の中で歴史文化を眺めることで真価を味わうことができることが明らかとなった。また、(1)町並み景観、

(2)夜の景観、(3)自然景観のそれぞれの風物の型を明らかにし、構成する性質を示した。 

  

The commercialization of tourism in these days is impairing an atmosphere of Kyoto. Landscape 

policies considering the existence of an atmosphere is essential to save true value of Kyoto. 

This thesis aims to reveal the sense of Kyoto which the intellects getting through the rapid 

modernization in Meiji-Showa era had, and the types of an atmosphere of Kyoto, by analysis of 

essays in those days. The results indicated that observing histories and cultures with surrounded 

by nature having been alive in lives of people in Kyoto since Heian era make it possible to enjoy 

genuine existence. In addition, the results in another analysis divided the statements into three 

types of landscape; 1) townscape, 2) landscape at night and 3) natural landscape and comprehended 

the types of an atmosphere in each landscape. 

  

6 大阪府下における路面電車の遺産的価値に関する研究  

 ○中野恵一，岡田昌彰 

 Study on Streetcar Heritage in Osaka  

 ○Keiichi NAKANO，Masaaki OKADA 

 Industrial Heritage，Streetcar，Osaka Prefecture 

 産業遺産，路面電車，大阪府 
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近年，次世代型路面電車 LRT が街づくりの有力な交通手段として注目されている．その原型である路面電

車は高度経済成長期以前まで全国にて積極的に導入されるが，モータリゼーションの高まりによって衰退

の一途を辿った． 

本研究では，回顧写真に見られる路面電車の扱われ方を分析するとともに，現役車両ならびに展示車両と

して大阪府下における路面電車の現存状況をその経緯とともに調査し，それぞれの保存・活用状況を把握

する．加えて，路面電車の具備しうる遺産的価値について明らかにすることを目的とする． 

  

Recently, LRT has obtained public expectation to be major transportation system of the future 

generation. On the other hand, streetcars were introduced in many cities until the end of high 

economic growth, and then gradually declined with the rise of motorization.  

This research analyzes the public image of streetcars found in old photography, and investigates 

preserved streetcars in Osaka Prefecture, and attempts to manifest its significance as cultural 

heritage.  

  

7 道路施設に着目した大阪御堂筋の街路景観の変遷  

 ○吉武駿，山口敬太，川﨑雅史 

 
The Transformation Process of the Streetscape and Images along the MIDOSUJI Street by Tracing 

Road Facilities   

 ○Shun YOSHITAKE，Keita YAMAGUCHI，Masashi KAWASAKI 

 Osaka，Midosuji，Streetscape，Road facilities 

 大阪，御堂筋，街路景観，道路施設 

 

本研究では、大阪御堂筋を対象に道路施設のデザイン、大阪における位置づけ、利活用の 3 点から景観像

の変遷を明らかにすることを目的とする。関西国際空港の建設を背景に 1990 年に大阪市総合計画 21 が策

定され、21 世紀を見据えた大阪の将来像が示された。国際都市大阪をアピールするシンボルとして御堂筋

が位置づけられ、シャンゼリゼ通りと比較する言説が広がり始めた。道路施設も同時期の御堂筋ルネサン

ス事業により更新され、完成当初のデザインを継承しながら、先取的で格調高いデザインであった。利活

用では急激な都市化が進む中で、1974 年より自動車を排除する OL プラザが展開した。以後 1983 年より国

際アピールを含めた御堂筋パレードへと展開する。 

  

This paper aims to clarify the transformation process of the streetscape and total images along 

the Midosuji Street by tracing the design of road facilities, planning concept and utilization. 

“Comprehensive plan 21 of Osaka” which was instituted with construction of Kansai international 

airport. Around 1990, the Midosuji Street was considered as the symbol of internationalization 

in Osaka and a comparison it to Champs elysees was diffused. In addition, road facilities were 

renewed by Midosuji-Renaissance-Project at same period. They were designed inheriting initial 

aesthetic in 1937. The pavement changed from a square concrete tile to a rectangular granite. 

The sidewalk lighting has been updated in 1984 and remains at present. With rapid urbanization, 

people demanded utilization of the city center. In this situation, OL plaza which excludes 

automobiles developed in1974. Moreover, these trends sparked off Midosuji Parade for appeal to 

the world in 1983. 

  

8 大阪御堂筋におけるサービスレベル概念を用いた歩行者自転車利用者のための道路空間再分配の評価  

 ○川地遼佳，吉田長裕 

 
Evaluation of Road Space Reallocation for Pedestrian and Cyclists using level of service 

concept at Midosuji Street in Osaka  

 ○Haruka KAWACHI，Nagahiro YOSHIDA 

 Pedestrian / bicycle transportation plan，Level of service，comfort，Road space reallocation 

 歩行者・自転車交通計画，サービスレベル，快適性，道路空間再配分 
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大阪御堂筋では、社会情勢の変化や時代の要請に対応し都市魅力の向上に資する御堂筋へと再編すべく、

一部側道を閉鎖し歩道の拡幅及び自転車通行空間を整備するモデル整備事業が行われている。このような

通行者に焦点を当てた検討を行う際には利用者の快適性を考慮することが求められるが、米国 HCM におけ

る LOS では歩行者自転車混在空間の快適性を十分に表現できない可能性がある。本研究では、快適性をよ

り高める空間構成要素を提案する上での一助となることを目的とし、モデル整備区間・未整備区間及びモ

デル整備区間での滞留機能あり時・なし時それぞれについて、主観的指標となるアンケート調査と客観的

指標となるビデオ調査の比較を行った。 

  

The road space reallocation project in the main street of Osaka, Midosuji has started since 2017 

to realize the concept of human-centered urban space in response to the change of social trend 

and conditions. The initial pilot project has been undertaken in the way of increasing the space 

for pedestrians and cyclists. In addition, a comfortable space in the reallocated section has 

been created as an experimental study. While the Level of Service concept was widely employed to 

evaluate user comfort issues in the transportation field but it is unknown that the LOS concept 

could apply to these space differences and evaluate the reallocation effect correctly. Therefore 

the objective of this study is to evaluate the effect of space reallocation on street users using 

the LOS concept through questionnaire and observational surveys. 3 different street sections 

including a narrow mixed pavement, a wide shared pavement, and a wide shared pavement with 

comfortable space were compared focusing on the difference between subjective and objective 

comfort. 

  

9 地方都市の移動手段としての自転車の可能性 －GIS による到達可能エリア分析から－ 

 ○成田勝彦，菊池義浩 

 
A Possibility of Bicycles as a Means of Transportation in Local Cities in Japan -From Area 

Analysis by Using GIS- 

 ○Katsuhiko NARITA，Yoshihiro KIKUCHI 

 自転車，交通手段，交通計画 

 bicycle，transportation，Traffic planning 

 

 1997 年の第 3 回気候変動枠組条約締約国会議の京都議定書を端緒として、先進諸国は、低炭素型のまち

づくりに取り組んできた。近年、ヨーロッパをはじめ移動手段としての自転車の地位は急速に向上してき

ている。日本においても、自転車活用の法整備も行われ自転車利用は進みつつある。 

本研究では、人口減少・少子高齢化により、公共交通ネットワークの縮小が起きている地方都市の路地、

堤防天端、農道などを自転車走行空間として捉え、地理情報システムによるシミュレーションで自動車と

自転車との到達エリアの分析を行った。比較検討した結果、地方都市での自転車の移動手段として可能性

が明らかになった。 

  

Commencing from 3rd Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties in 1997, 

most of developed countries have been working on city planning with low carbon dioxide emissions. 

In recent years, recognition of bicycles as a main means of transportation in the city has been 

rapidly increasing mainly in European countries. Also in Japan the legislation for bicycle 

utilization has been implemented and usage of bicycle has been progressing. 

In this research, due to the declining population, birthrate and aging population, the alleys of 

local cities where reduction of public transportation network is becoming significant, embankment 

tops, farm roads etc. are made a hypothesis as a new bicycle road.  

The authors have been simulated the reaching distance in the means of travelling by automobile 

and bicycle through usage of this bicycle road via simulation of geographic information system. 

As a result of comparative examination for both traveling methods, the potential of bicycle as 

a means of transportation concluded as high especially in local cities in Japan. 
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10 GPS ログデータを用いた京都市観光におけるレンタサイクルの回遊特性 －外国人観光客を対象に－ 

 ○加畑敦嗣，大西諒，山口行一 

 
Analysis on travel behaviors by bicycle rental in Kyoto city by using GPS log data -Focusing 

on foreign tourists- 

 ○Atsushi KABATA，Ryo ONISHI，Yukikazu YAMAGUCHI 

 bicycle，sightseeing，GPS，foreign tourists，quantification method 

 自転車，観光，GPS，外国人観光客，数量化理論 

 

近年、自転車は観光の手段として活用されており、「サイクルツーリズム」などと呼ばれている。京都市

内では、日本人に限らず、外国人もレンタサイクルを利用し、観光を楽しんでいる。本研究では、京都市

においてレンタサイクルを利用する観光客の中でも、外国人観光客に注目し、GPS で走行軌跡をとること

により、走行経路や訪問施設などといった回遊特性を明らかにすることを目的とする。分析の結果、GPS

ログデータを用いて分析することで、観光客が多く訪れる時間や施設を明らかにすることができた。ま

た、アンケート調査結果をデータとしモデル式を構築することにより、外国人観光客の回遊行動に影響を

及ぼす要因を明らかにした。 

  

In recent years, bicycles are used as means of sightseeing, and are called "cycle tourism". In 

Kyoto city, both Japanese and foreign tourists use the bicycle rental and enjoy sightseeing. The 

purpose of this study is to clarify travel behaviors of bicycle users of foreign tourists by 

both analyzing their GPS log data and conducting the questionnaire survey. As the result of the 

GPS log analysis, this study clarified both time and facilities many foreign tourists visit, and 

traveling routes by bicycle. As a result of the analysis by using the mathematical quantification 

method class 1, this study clarified factors that influence travel behaviors of foreign tourists. 

  

11 
京都市三区（中京区・下京区・東山区）における簡易宿所営業の立地の特徴に関する研究 －地価と用途

の変更に着目して－ 

 ○川井千敬，和泉汐里，田中優大，筈谷友紀子，阿部大輔 

 

A study on trends of accommodation location and the effects to local communities in the three 

central Wards in Kyoto, which are Nakagyo, Shimogyo and Higashiyama -Focusing on land price 

and change of building use- 

 ○Chihaya KAWAI，Shiori IZUMI，Yudai TANAKA，Yukiko HAZUTANI，Daisuke ABE 

 Accomodation for Touristic Use，Tourism，Land Price，Kyoto City 

 簡易宿所，観光，地価，京都市 

 

本研究は、京都市のうち特に簡易宿所の急増が顕著な中京区・下京区・東山区を対象に、簡易宿所の立地

動向およびその立地と地価との関係性、簡易宿所の従前の建物用途などの調査から簡易宿所の立地の特徴

を明らかにすることを目的とする。その結果、1)これまで宿泊施設の類型として優勢でなかった簡易宿所

が急増していること、2)近年の簡易宿所の立地パターンは、地価が低く、住居としての性格の強いエリア

に拡散していること、3)簡易宿所の立地が空き家の流動化に寄与する一方で、住民の立ち退きの発生、地

域内商業の消失、など地域構造の変容をもたらす可能性が示唆された。 

  

In recent years, rapidly increased demand for accommodation for touristic use has been apparent 

due to the explosive increase of foreign tourists. This article researches the three central 

Wards in Kyoto, which are Nakagyo, Shimogyo and Higashiyama, and aims at identifying trends of 

accommodation location and the possible effects to local communities. The research results are 

as follows; 1) the number of Accommodation for Touristic Use which were not dominant as a type 

of temporary lodging facility has so far increased rapidly, 2) those facilities tend to locate 

on lands in residential quarter where land prices are relatively low, and 3) while those 

accommodations could contribute to the renovation and reutilization of vacant houses, sharp 
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increase in land price would bring about a structural change in neighborhood such as displacement 

of inhabitants and decline of local life and livelihood. 

  

12 長浜市中心市街地における空地の位置づけと変遷に関する研究  

 ○平松宏基 

 A Study on the Standing and Transition of the Vacant Space in the Center of Nagahama City  

 ○Kouki HIRAMATSU 

 Vacant space，Nagahama city，City center 

 空地，長浜市，中心市街地 

 

本研究の目的は、長浜市中心市街地における空地の位置づけと変遷を明らかにすることである。まず、

2017 年の空地の分布調査を行ったところ、763 件の空地が確認でき、多くの空地が駐車場として利用され

ていることがわかった。空地の中には、長浜の歴史的風致を損なうものもあれば、新しい魅力を創出する

ものもあった。次に、空中写真や住宅地図から 1969 年、1996 年時点の空地の分布や利用形態を特定し

た。を比較すると、1969 年から 1996 年にかけては駐車場として利用される空地が増え、1996 年から 2017

年にかけては駐車場とともに広場としての利用が増えたことがわかった。前者は車の普及や郊外への店舗

進出が、後者は市街地の再整備や観光地化が原因だと考えられる。 

  

The aim of this study is to clarify the standing and transition of the vacant space in the center 

of Nagahama city. Firstly, it turned out that there were 763 vacant spaces and many of them were 

used as parking areas by the distribution survey of vacant spaces in 2017. Some vacant spaces 

spoil historical scenic beauty of Nagahama city, but others create new appeal. Secondly, 

distribution and use patterns of vacant spaces in 1969 and 1996 were specified by aerial 

photographs and residential maps. It turned out that many vacant spaces had come to be used as 

parking areas from 1969 to 1996 and as parking areas and plazas from 1996 to 2017 by comparing 

to each distribution and use patterns. It is inferred that the former change is caused by the 

spread of cars and the construction of stores in the suburbs, the latter change is caused by the 

renewal of the center city and the development on tourism. 

  

13 大阪市梅田地下街における避難行動に関する分析  

 ○魚返梨那，糸川愛美，山口行一 

 Analysis on evacuation behaviors at the Osaka Umeda underground shopping mall   

 ○Rina UOGAESHI，Manami ITOKAWA，Yukikazu YAMAGUCHI 

 evacuation，Umeda，underground，flood，route 

 避難，梅田，地下，洪水，経路 

 

大阪市の地下街には、地下鉄駅や商業施設が多く存在することから、津波などの被害を想定する必要があ

る。地下街の浸水時は、地上の状況によって使える避難口が変わることや、階段での待ち行列や非常口へ

の迷いがあり、最短経路で避難できることは少ないと考えられる。そこで、本研究では、地下街での円滑

な避難に資するため、大阪市梅田地下街において、調査協力者に現地で実際に歩いて避難を行ってもら

い、その行動特性を明らかにすることを目的とする。分析の結果、来街者が特定の避難先に集中し、その

避難先が満杯だった場合その場所からすぐ近くの施設を探すこと、階段で混雑が発生すること、地上に出

ない来街者は避難時間が長いことなどがわかった。 
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Because there are underground stations and underground commercial facilities in the Osaka city, 

we need to develop measures against disasters such as Tsunami. When flooding hits the underground 

shopping malls, visitors may have troubles with evacuations for taking the quickest route; for 

instance, there are queues at the stairs. The purpose of this study is to clarify the evacuation 

behaviors, by conducting the survey which visitors evacuate from the underground shopping mall 

on foot, in order to contribute to quick evacuations. The findings of this study are as follows; 

many visitors choose the same buildings for evacuation and choose the nearby first choice 

building, as the second choice, if they cannot enter the first choice; many visitors cause 

congestions at the stairs; visitors who choose only underground routes for evacuation takes 

longer time and distance in completing their evacuations than visitors who choose both ground 

and underground routes. 

  

14 経路探索時における地下街の空間認知に関する基礎的研究 －大阪駅南地区地下街を事例として－ 

 ○横山広充，小川達也，西應浩司，宮岸幸正 

 
A Study on Spatial Cognition of Underground Mall during Way Finding -In Case of Underground 

Mall Southern Part of Osaka Station- 

 ○Hiromitsu YOKOYAMA，Tatsuya OGAWA，Koji NISHIO，Yukimasa MIYAGISHI 

 Way Finding，EEG，Cognitive Map 

 経路探索，脳波，認知地図 

 

本研究の目的は、実際の地下空間において脳波計測実験および認知地図描画実験とアンケート調査によ

り、経路探索時の迷いの発生について総合的に把握することである。実験は大阪駅南地区の地下街にて 19

名の被測定者を用いて実施した。結果、脳波計測実験より多くの被測定者は分節点で迷いが発生している

と推察された。また認知地図とアンケート結果より空間認知非優位なグループの存在が確認でき、脳波計

測実験の結果と合わせて空間認知非優位なグループの傾向を総合的に把握することができた。 

  

A purpose of this study is to clarify the mechanism of getting lost in underground mall during 

way finding. We conducted wayfinding experiment using EEG in underground mall southern part of 

Osaka station. The result are as follows. It was recognize that a non-dominant group about spatial 

cognition was existed. And analyzing EEG experiments, we comprehensively grasp the tendency of 

a non-dominant group about spatial cognition. 

  

15 都心商業地域における歩行者による回遊行動のモデル化 －事前の活動計画からの変更挙動を考慮して－ 

 ○土生健太郎，小谷通泰，寺山一輝 

 
Modeling Pedestrian Travel Behavior in Shopping Areas in the City Center -Focusing on 

Alteration of Activities Initially Planned- 

 ○Kentaro HABU，Michiyasu ODANI，Kazuki TERAYAMA 

 
shopping areas in the city center，pedestrian travel behavior，action space，destination choice 

model 

 都心商業地域，歩行者による回遊行動，活動空間，目的地選択モデル 

 

 都心商業地域を歩行者が回遊する際には、事前に計画していた活動に加えて新たな活動を追加したり、

計画していた一部の活動を中止したりする行動がみられる。こうした事前の活動計画からの変更挙動に影

響を及ぼす要因を明らかにすることは、回遊行動を促進するための施策を探るうえで重要な鍵となると考

えられる。そこで本研究は、神戸市の都心商業地域への来街者を対象にしたアンケート調査の結果をもと

に、このような事前の活動計画からの変更挙動に着目して、歩行者による回遊行動のメカニズムを明らか

にすることを目的としたものである。具体的には、変更挙動による回遊行動における活動空間の大きさの
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変化を分析するとともに、回遊継続・帰宅、訪問メッシュの二段階の選択構造からなる目的地の選択行動

モデルを変更挙動の有無別に構築し、両者の違いを考察した。 

  

Visitors often dynamically alter their initial activity (shopping, dining and so on) plans while 

walking around shopping areas in the city center: they execute additional activities or give up 

some planned activities. It is useful to know the factors influencing such alterations to find 

out the measures for encouraging their activities in the areas. This study aims to reveal the 

mechanism of pedestrian travel behavior in shopping areas in the city center, focusing on 

alteration of their activities initially planned. The findings are based on the questionnaires 

to visitors to the central area of Kobe City conducted by the authors. In this study, we first 

measure the change in the action space of an individual caused by alteration of his or her initial 

activity plan. We also build individual destination (activity location) choice models for 

pedestrian travel behavior in both cases of with and without the alternation and examine the 

difference between the two models.  

  

16 神戸三宮地域におけるカフェ利用者の回遊行動分析  

 ○久保山凌，村上裕基，山口行一 

 Analysis on Café Visitors’ activities in the Kobe Sannomiya area  

 ○Ryo KUBOYAMA，Hiroki MURAKAMI，Yukikazu YAMAGUCHI 

 Café，break，activities，impact，Kobe 

 カフェ，休憩，回遊行動，影響，神戸 

 

都心部の回遊に関わる既往研究は多いが、休憩の観点から回遊性の向上について検討した研究は十分な蓄

積があるとは言い難い。そこで本研究では、神戸三宮地域を訪れる来街者を対象にカフェの利用有無に関

する分析、都心部カフェの混雑状況分析、カフェ利用者を対象に利用者特性分析を行い、カフェの利用実

態を明らかにすることを目的とする。分析の結果、カフェの利用有無については、滞在時間や同行者数な

どが影響を与えていた。対象地域でみれば、店舗ごとに１日の混雑率の推移に差はあるものの、同じ大手

カフェチェーンであれば店舗が異なっていても大差がないことがわかった。また、同じ大手カフェチェー

ンであっても店舗によって利用目的が異なることがわかった。 

  

This study examines relationship between breaks at the café and activities in the Kobe Sannomiya 

area. This study analyzes; who visits the café among visitors of the city center; congestion 

rate of café in the city center; and purposes of visiting the café which visitors chose. As 

results of analysis, this study found out that both time spent and who accompanies with the 

visitor influence whether visitors have a break at the café during their activities, there is no 

difference in the congestion rate if it is the same major cafe chain stores; and individual café 

has its own customers who have their own purposes of café visit based on the results of comparisons 

among cafés of the major café chain store in the city center. 

  

17 路上喫煙禁止地区における喫煙者の滞留空間の特徴 －神戸市三宮・元町地区を事例に－ 

 ○中江拓二郎，松本邦彦，澤木昌典 

 
A Study about Characteristics of the Street Smoking Space in the Public No Smoking Zone -A 

Case study of Sannomiya-Motomachi area- 

 ○Takujiro NAKAE，Kunihiko MATSUMOTO，Masanori SAWAKI 

 Public Space，Street Smoking，Public No Smoking Zone 

 公共空間，路上喫煙，路上喫煙禁止地区 
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近年、各地で路上での喫煙を禁止する取り組みが行われており、路上喫煙禁止地区を指定する自治体が増

えている。しかしながら路上喫煙禁止地区内での路上喫煙者は依然として散見される。本研究では路上喫

煙禁止地区内の屋外空間を対象に、喫煙者の発生・滞留状況を把握し、喫煙者が滞留する空間の特徴を明

らかにすることを目的としている。神戸市三宮・元町地区を対象に行った観察調査から、２６か所の喫煙

者の滞留空間を確認し、その空間の特徴を分析した。その結果、路上喫煙を禁止する条例の効力が及ばな

い民有地に多くの喫煙者が滞留すること、裏通りにおいて形成された喫煙空間に喫煙者数が多いこと、ま

た人目につかない空間、他者からの視線を遮ることができる自動販売機や電柱等の構造物がある空間を選

好されている傾向が把握できた。 

  

In this research, the objective is to clarify the spatial characteristics of smokers staying in 

the area on the Public No Smoking Zone.We analyzed the characteristics of location, space, and 

environmental elements which lead up to illegal smoking. In Sannomiya-Motomachi area, Kobe where 

is designated as the Public No Smoking Zone, there are 26 illegal street smoking spaces. In this 

research, it was clarified that street smoking spaces are located at the street with few 

passengers, that street smoking spaces are classified into 6 types, and that many street smokers 

stay in the space with three-dimensional structures, e.g. vending machine or utility pole. 

  

18 古写真ワークショップを通じた近郊山村地域の将来像の探索 －滋賀県高島市朽木地域の事例－ 

 ○熊澤輝一，鎌谷かおる，木村道徳 

 
Exploring Future Visions in the Neighborhood Mountainous Area of a City Area through the 

Workshops by Means of Old-time Photographs     

 ○Terukazu KUMAZAWA，Kaoru KAMATANI，Michinori KIMURA 

 
old-time photograph ，future vision，workshop，regional development，neighborhood mountainous 

area of city area 

 古写真，将来像，ワークショップ，地域づくり，近郊山村地域 

 

本研究は、古写真を用いた連続ワークショップを通して地域の未来を考えることにより、何が把握され共

有されるのかを明らかにすることを目的とした。 

 その結果、第一に、古写真収集と現地調査を通して、古写真を起点に過去と現在を比較しながら考える

ことに適したトピックを、もの・こと、人工物・自然物を問わず抽出することができた。第二に、「変化

を理解する段階」では、地域と自分自身の過去を振り返ることを通して、個別具体の経験情報が提供・共

有された。また、現地に赴いた方の企画では、将来を眼差した気づきや疑問が示された。第三に、「将来

を選択する段階」では、未来を生きる他者に働きかけることを通して、やや一般化された情報が提供・共

有された。 

  

This paper focuses on exploring future visions in the neighborhood mountainous area of a city 

area through the series of workshops by means of old-time photographs. 

   The results are shown as follows. First, we extracted the appropriate topics to discuss future 

visions by comparing the past entities with the present entities through the collecting processes 

of old-time photographs and the field surveys. The extracted topics covered all kinds of objects 

and events from natural landscapes to artificial landscapes. Second, the experiential information 

was shared through looking back on the history of the target area and the participants themselves 

in the stage for understanding historical changes. In addition, the questions and understandings 

looking ahead to the future were shown in the workshop series in which participants actually 

visited the same places where the old-time photographs were taken. Third, the comparatively 

general information was shared through talking to the people in the future age in the stage for 

selecting the future. 
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19 
東大阪市枚岡地域における地域還元手法としてのローカルメディア制作とその住民評価 －KJ 法を用いた

地域らしさの調査分析から－ 

 ○平瀬耕，澁谷成彦，川口将武 

 
Local media production as a regional reduction method in Higashi Osaka city, Hiraoka area and 

its residents evaluation -From survey analysis of regional individuality using KJ method- 

 ○Kou HIRASE，Naruhiko SHIBUTANI，Masatake KAWAGUCHI 

 Local media，Regional individuality，Regional reduction 

 ローカルメディア，地域らしさ，地域還元 

 

本研究は、地域内外の人々がフィールドワークや対話から捉えた魅力資源から“地域らしさ”を明らかに

するとともに、地域住民がそれらを再認識し、更に情報発信、交流するための地域還元手法としてローカ

ルメディア制作を行い、評価調査を行うことで可能性を探った。収集された 352 件の魅力資源を KJ 法に

より分析した結果、12 種に分類でき、自然・文化といった風土に支えられ、地域に暮らす人々がそれらを

使いこなすことで成り立つ「山手の地域特性と下町の情緒が重なり合う“地域らしさ”を見出した。ロー

カルメディアは地域住民から概ね良い評価を得られ、今後、地域住民と協働することが、地域の魅力の継

承と愛着ある地域の姿を形成する可能性があることを見出した。 

  

The purpose of this research is to disclose the “Local Identity” from attractive resources 

captured by the fieldwork and dialogue with people inside and outside the region, and as a 

regional resolution method for local residents to recognize, to dispatch, and to exchange 

information with local media production and the possibility of evaluation survey that have been 

investigated. As a result of analyzing the collected 352 attractive resources by the KJ method, 

it can be classified into 12 types, supported by nature and culture in topography features. 

People who live in the community use it to establish 「Regional characteristics of the hilly 

residential and the downtown」as a Local Identity. It is found that local media gained a good 

appreciation from the local residents in general and in the future this local media can cooperate 

with local residents as a chance to be able to form the attraction and affection of regional 

appearance. 

  

20 日常生活圏単位での健康まちづくり指標の体系化  

 ○道越亮介，北詰恵一，宮本和輝 

 Systematizing  Index  by Sphere of Daily Life in a Healthy City  

 ○Ryosuke MICHIKOSHI，Keiichi KITAZUME，Kazuki MIYAMOTO 

 Healthy City，Sphere of Daily life Unit，Municipal Unit，systematization 

 健康まちづくり，日常生活圏単位，市町村単位，体系化 

 

本研究では，生活圏単位の健康まちづくりのための指標の体系化へ向け，市町村単位での介護データにつ

いて整理することを目的とした．日常生活圏域単位での健康まちづくり指標の体系化に向けた既存の指標

として「高齢化率」と，健康状態に関連する指標として，「要介護(要支援)認定者率」と「要介護(要支

援)認定者比率」を取り上げ，日常生活圏単位の分析を目指す過程での市町村分析を行った．市町村単位の

集計データと健康指標との関連をそのまま小さなゾーンである生活圏単位に転用できるものを意識して行

った．その結果，都市機能の充実している地域で，要支援，要介護認定のうち，比較的軽度の認定が多

く，一方で重度の認定が相対的に少ないことが明らかになった． 
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Fast-aging society will increase the cost burden of health and medical care policy measures. To 

decrease the cost, care of daily life not only of patients who need rehabilitation but also of 

healthy persons is required outside of hospitals. Therefore, index for evaluation of policy 

measures of a healthy city should be systemized by sphere of daily life. The purpose of this 

research is to make clear the direction of research about a healthy city by small zone by using 

statistics about the certification of needed long-term care and support. Analyses of GIS data in 

Kinki Region and three cities, Suita, Toyonaka and Settsu make results that high density of city 

functions tends to support well care of daily life of persons who are certificated the needed 

long-term care and support. Populated cities can release the level of needed long-term care. 

  

21 子供視点に立ったまちづくりの課題と条件に関する研究  

 ○副島脩平，岩崎義一 

 Research about issue and the condition town planning from a child's viewpoint   

 ○Shuhei SOEJIMA，Yoshikazu IWASAKI 

 Children viewpoint，potential consciousness，recognition structure 

 子供視点，潜在的意識，認識構造 

 

本研究では、子供視点による暮らしのまちに対する自由意見から認識構造と潜在的な要因を明らかにする

ことを目的としている。収集した情報から子供の意識を汲み取るアイテムとカテゴリーに沿ってコーディ

ングを行った。そこから、子供たちの問題意識から考えられる一般的対策と子供の解決意識との間には、

一部相違はあるものの共通点が多く、よって子供が持っている潜在的意識は、大人と大きな違いはないこ

とがわかった。このことから、まちづくり活動において、大人だけの視点ではなく、大人と子供が協働し

て計画の作成を行うと共に、将来において子供が住み続けたいと思う気持ちを育む可能性が広がることが

期待される。 

  

In this research, it's purpose to clarify of the recognition structure and potential consciousness 

from the any opinions for a town of living by children viewpoint. Children of consciousness was 

entered into collected information along the item and category it did coding. There are a lot of 

common points of something by part difference is between the general measure considered from 

children issue consciousness and the children solution consciousness. Therefore, the potential 

consciousness that a schoolchild has it found out that there is no big difference with an adult. 

From this, in the city planning activities, not the viewpoint only of the adult, an adult and a 

child do in collaboration with plan creation and it’s expected to wide a possibility that 

children would like to keep living to cultivate feels the feeling in the future. 

  

22 「シナリオ型」公園づくりの展開プロセスに関する研究 －大阪府営泉佐野丘陵緑地を事例として－ 

 ○飯田明希，武田重昭，加我宏之 

 
Study on Process of "Scenario Type" Park Development -Cases Study of IZUMISANOKYURYORYOKUCHI 

Park- 

 ○Aki HANDA，Shigeaki TAKEDA，Hiroyuki KAGA 

 Park，development process，Scenario Type 

 公園，展開プロセス，シナリオ型 

 

本研究は公園の計画・設計段階から管理・運営が同時並行で進められている「使いながらつくり続ける公

園」の事例として、大阪府営泉佐野丘陵緑地を対象に公園づくりの展開プロセスを明らかにするものであ

る。 

その結果、方針検討の場において公園づくりの各段階の状況にきめ細かく対応できることや実践調整の場
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において方針に即した活動を進めるだけでなく、活動の中で生じた課題を方針の場へフィードバックさ

せ、次の段階への展開を検討することが可能であることが明らかとなった。 

  

This study clarifies the process of park development for the IZUMISANOKYURYORYOKUCHI as a case 

of "park development keeping in use" which is managed and operated simultaneously from the 

planning and designing stage of the park . 

As a result, it is possible not only to promptly respond to the situations at each stage of park 

development at the policy review site, but also to promote activities that are in line with the 

policy in the place of practical coordination, and to feed back the issues that occurred during 

the activities to the policy site , It became clear that it is possible to consider development 

to the next stage. 

  

23 関西における鉄道会社の地域密着型事業への取り組みに関する研究  

 ○岩本圭司，井本雅史，岩崎義一 

 A study on the approach of railway company to community-based project in Kansai  

 ○Keiji IWAMOTO，Masashi IMOTO，Yoshikazu IWASAKI  

 Community-based business，Regional activation，City planning information 

 地域密着型事業，地域活性化，都市計画情報 

 

本稿では、鉄道会社が事業多角化の一環として行う福祉やイベントなどの地域密着型事業に着目した。そ

れらの事業の実施傾向を分析し、鉄道沿線地域を軸とする地域活性化に資する都市計画情報の蓄積を研究

目的とする。関西の鉄道会社を対象とし、過去 5 年分のニュースリリースを調べ、組織体制、方法、内

容、成果などの属性を明らかにすることで、地域活性化にむけた地域条件や資源の活用について評価する

ことを試みた。これらの分析から地域密着型事業は大企業による時間的、空間的、社会的地域貢献型事業

であり、自社の沿線市街地での展開に集中していることから、社会的需要に合わせた需要対応型の事業で

あることを明らかにした。 

  

In this paper, we focused on the projects that railroad companies contribute to the community, 

such as welfare and events that are conducted as part of diversifying business. We analyze the 

implementation trends of these projects and aim for the accumulation of urban planning information 

that contributes to regional revitalization around the railway along the railroad area. By 

investigating news releases of each railway company over the past five years and clarifying 

attributes such as organizational structure, method, contents, achievement, etc., we tried to 

evaluate regional conditions and resource utilization for regional revitalization it was. Based 

on these analyzes, it was found that the projects that are closely related to the area are 

projects contributing to the area temporally, spatially, and socially by large companies. In 

addition, we are concentrating on deployment in our city's downtown area, so we think that it is 

business corresponding to demand. 

 

以上 
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