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Part1

地域課題実習
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横浜うみみらいプロジェクト
Umimirai project in Yokohama

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

海をテーマに、学生の立場から横浜をより良い街にしていく
Making Yokohama a better city from a student’s perspective with the theme of the sea
横浜うみみらいプロジェクトはUDC-Seaの活動理念をもとに2018年に結成された学生団体です。
UDC-seaは大学の教授をはじめ、各専門分野で大きくご活躍をされている社会人の方や横浜市の
職員の方が集まった有志の団体です。そしてUDC-Seaの活動理念とは、「横浜を海に開かれた海
都としてもう一度捉え直し、海とともにあるまちづくりを市民・企業・大学・行政の垣根を超
えて考える」ことです。横浜国立大学の学生にとって、横浜という都市は非常に大切な存在で
す。横浜うみみらいプロジェクトではそんな横浜をより良い都市にするために、海というテー
マから、学生の立場で何ができるかを考えています。
私たちの活動内容は3つに大別できます。1つはUDC-seaで定期開催される各分科会の討論会に
参加し、活動報告や提案をすること、2つ目は定期ミーティングで横浜の良い点や課題について
考え、課題については改善策を考えることです。そして3つ目は、ミーティングで出た良い点の
発信や課題の改善を行うためのイベントを実施することです。2019年度は横浜の観光資源を発
掘し発信するための企画として「撮ルンです」企画を実施しました。
2019年度は横浜の抱える課題の調査に多くの時間をかけたため、今後は実践的な活動を増や
していきたいです。前述した「撮ルンです」企画をはじめ、エネルギーの視点から環境問題を
考える「エコツアー」企画、減災の視点から横浜を災害に強い都市にすることを目標とした
「地震対策室」企画など様々な企画に持続的に取り組んでいきたいと考えています。
■学生：10名 (松田拓巳、長浦弘樹、小林宰、長瀬駿之介、木村心香、関戸一樹、猪俣悠
介、勝原向日葵、木村鈴奈、野澤亜莉奈)/担当教員：松田裕之、吉田聡、野原卓
■連携・協力：UDC-sea
■サイト：http://ecorisk.ynu.ac.jp/matsuda/UDCSEA/index.html
https://twitter.com/yoko_umimirai
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おおたクリエイティブタウン研究プロジェクト
OTA CREATIVE TOWN STUDY PROJECT

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

ｘ

モノづくりのまちづくり～工場のまちの魅力を次世代に継承する～
Town planning utilizing manufacturing
―Passing down the charm of the factory town to the next generation―
大田区は中小規模の工場が日本一集まる街として、工場を中心とした地域コミュニティを形
成してきました。しかし近年は職人の後継者不足による工場自体の廃業に加え、廃工場跡への
小規模住宅の建設及びそれとともに地域外からの新規住民が増加していることもあり、工場や
職人と住民との関係の希薄化や工場の街としてのアイデンティティの消失が危惧されています。
それらを受け、このプロジェクトでは工場や職人と住民が良好な関係を築く街を目指し、モノ
づくりを活かしたまちづくり活動を行っています。
町工場の職人が主体となって年に一度、工場を一般の方に向けて開いて見学やワークショッ
プを行う「おおたオープンファクトリー」に学生企画として参加しています。今年は
“WAZAPARK”と題し、町工場での廃材から作ったからくり装置や職人による子供向けの一日授
業等、子どもたちが遊びながらモノづくりの魅力を体感できる企画や空間の設計を行い、当日
は500人超の方が会場を訪れました。また、町工場を改装した拠点「くりらぼ多摩川」とも連携
し、そこでの活動を外部に発信する“くりらぼ通信”の制作や、開催される各種ワークショッ
プのお手伝いにも随時取り組んでいます。他に、工場の後継者問題の解決に向けて工場と工場
で働きたい人たちを繋ぐ「Biz OOF」にも協力し、参加工場のパンフレット制作等を行っていま
す。
今までの取組みを継承・発展させながら、地域住民の方がもっと日常的に工場の街の魅力を
感じられる「地域への浸透」や、工連等とも連携を行いながらモノづくりを起爆剤にしたまち
づくりを大田区全体で進める「活動規模の拡大」を目指していきます。
■学生：10名（加賀谷尚健、三橋諒子、菅野聖、神谷南帆、中西豊、和田倫典、小川岳志、
山岸匠、菊池諒、 種崎夏帆 / 担当教員：野原卓
■連携・協力：一般社団法人おおたクリエイティブタウンセンター、一般社団法人大田観
光協会
■サイト：https://www.o-2.jp/mono/
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YNU×TOYOTA/NISSANプロジェクト
YNU×TOYOTA/NISSAN Project

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

小型電気自動車を利用した地域での新たな交通手段の提案
Proposal of new means of transportation in areas using small electric vehicles
交通の便に難がある国大周辺の地域において、環境に優しく、どんな年代の方でも気軽に運
転できる小型電気自動車「チョイモビ」を１つの交通手段として提案する。チョイモビの利用
を促進させることで、大学周辺の地域の活動を活性化させることが目的だ。この小型電気自動
車の導入は、持続可能な開発目標(SDGs)の「11.住み続けられるまちづくりを」と「13.気候変
動に具体的な政策を」の２つを同時に達成することが可能である。
本プロジェクトは、今年から始まった新たなプロジェクトなので、チームビルディング等を
含めた基礎的な内容が活動の中心となった１年間だった。今年は、「チョイモビの試乗」
「チョイモビの特性からメリットとデメリットの分析」「利用できる場面の洗い出しとター
ゲットの設定」を中心に行い、自家用車や電車などの対抗する移動手段との差別化を図るため
のチョイモビ利用のモデルケースを考案した。チョイモビの利用方法に関して、「ビジネス的
視点」と「地域活性化の視点」の２軸を中心に開発元である、日産自動車株式会社に提言を
行った。
来年度以降の活動では、羽沢横浜国大駅-大学間を結ぶ新たな移動手段として、横国生を対象
としたモデルケースを考案し、実装を目指す。大学でも駅でも乗り捨て可能で学生同士シェア
して利用するシステムを想定している。また、大学近郊だけでなく、様々な性質の地域で実車
を繰り返すことで、小型電気自動車の新たな性質を見出す。また、他の地域でも小型電気自動
車の活用方法を考える。

■学生：13名（石井良依、石田悠貴、大屋拓人、岡田虎太朗、加賀谷尚健、神山友里、木
村祐輔、小林岬、杉山貴志、中村優、古谷玲海、丸山眞里佳、宮原健太朗/ 担当教員：氏
川恵次）
■連携・協力：日産自動車株式会社
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まちに開いた交流の場のデザイン
The design of a place for communication in the town

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

地域に開かれた空間「CASACO」の新たな使い方の提案
The proposal of new usage of “CASACO”, a space open to the community
野毛山公園の裏の住宅地にある「CASACO」は、二軒長屋を改修し２Fをシェアハウス、１Fを
地域に開いた場として2016年4月にオープンしました。このプロジェクトでは地域の価値向上を
目指して１Fの場の使い方を提案し、運営者の了解を得られれば実行しています。学生は完全ボ
ランティアでもなく、「稼ぐ」ビジネスを立案するものでもなく、中間の方法で活動を行い、
全国に広がりつつあるソーシャルビジネスの方法論を実践を通して学ぶ活動です。
一昨年に学生団体「YOKOCO（ヨココ）」を発足させ、複数の班で活動を展開しました。
【洞窟ものがたり】紙と針金で室内の空間を改変し、昼間は子供たちの遊び場、夜は隠れ家
バーとしてイベントを開催しました。いつもと違う空間の使い方を提案しました。
【まちあるき】CASACOとその周辺地域の課題や魅力を探るためまちあるきをし、模造紙にまと
め意見交換をしました。また見つけた魅力をCASACOが発行する新聞に載せて発信しました。
【キャンドルナイトWS】毎年行われているCASACOのイベントのコンテンツとして、クリスマス
オーナメントを作るWSを開催し、訪れた子供たちとの交流を行いました。
CASACOの運営体制に変化がみられた1年で、周辺施設との連携が起きた一方、ある程度決まっ
た地域の人との関わりが目立ちました。私たちは、新規の訪問者を意識した地域への開き方を
考察しながら、引き続き地域の価値を上げる活動を継続していきたいと考えています。
■学生：30名（木村夏輝、阿部ほなみ、坂田直哉、勅使河原大誠、寺内太一、ZHOU YINGQI、
石井優歩、黒川春香、酒井実那、鈴木雄斗、張叶橋、山内彩愛、大西達也、大野修平、大
野大河、加治屋千夏、金天瞳、島崎慎一、高階寛之、中村太慈、中山創、秦萌夏、田名麻
衣子、間瀬森平、三嶌大介、榊原望惠、吉池柚乃、小池龍生、渡邉海斗、河野葉介、
Gracia Caroline）/ 担当教員：江口亨
■連携・協力：CASACO（カサコ）
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和田べんプロジェクト
Wadabenproject

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

和田町の声を聞き、ゆるキャラが笑顔を届けます
“Yurukyara” makeswadamachismile

（背景・目的）和田べんプロジェクトは、2001 年から和田町商店街と大学が中心となって行っ
ていた地域活性化活動から派生したプロジェクトであり、商店街で作られる弁当を大学構内で
“和田べん”として販売することから始まったプロジェクトです。当プロジェクトは今年で 15
年目を迎え、今ではその活動は弁当販売にとどまらず、横浜国大と和田町をつなぐコーディ
ネーターとして、地域活性化を目的に幅広い活動を実践しています。
」の広報活動、およびゆる
（活動内容の概要）大学構内での弁当販売、和田町産の蜂蜜「WANEY
キャラ「和田丸」による和田町内外での広報活動を活動の主軸におきながら、和田町で開催さ
れる数々のイベントでの企画・運営に携わっています。今年度は地域住民の方々の「地域がこ
うなったら良いな」という声を集め、町内会・商店街の会議に届けるゆるキャラポストの制
作・設置を実現しました。また地域で年２回開かれるべっぴんマーケットでは、従来僅かで
あった子供たち向けのブースを新たに設け、和田丸の形を模した折り紙や塗り絵などを展開し
ました。着ぐるみの和田丸との交流の場も設けたことで、子ども達のにぎやかな遊び声が行き
交い、イベントに新たな活気をもたらしました。
（今後の可能性）長い年月をかけて築き上げてきた地域の方々との信頼関係を大切にしながら、
ゆるキャラ和田丸を活用した新たな活動を通じて、子ども達など新たな住民とも繋がりを広げ
ていきます。「和田町が好き」そう言う人を1人でも多くすることが私たちの目標です。

■学生：10名（鈴木佑香、菊池薫和、瀧本恵莉子、恩田福子、坂本胡桃、野崎かれん、
並木優貴、笠井草太、周頴琦、小西秀典 / 担当教員：高見沢実、）
■連携・協力：和田町タウンマネジメント協議会、和田町商店街、和田西部町内会、
盛光堂、ひまわり亭、アジアンキッチンあえら、大学生協、都市イノベーション学府建築
都市文化コース都市計画研究室
■サイト：https://www.facebook.com/wadaben.ynu
14

ワダヨコ
wadayoko

和田町の「地域的魅力」を向上させ、さらなる発展を目指す
Improving regional fascination and developing more
ワダヨコは2010年に横浜国立大学の学生が主体となり結成し、今年で10年目を迎えます。大学
に近い和田町に住む地域の方々と大学生との交流の場を築くべく様々な活動をしています。
学生視点で和田町の魅力を汲み取り、それをまちに訪れる人やまちに住む人に感じとってもら
うことを目指しています。
現在、まちの子どもたちに向けた「寺子屋活動」と、まちの交流の場を作る「企画活動」を主
にしています。近年はそれに加え商店街、町内会、子ども会などのまちの組織と連携して既存
のまちのイベントに関わることができるようになりました。例として、毎年２回行われる商店
街主催の「べっぴんマーケット」では、外部からの出店が多くを占めていた状況を見直し、商
店街が主役となるようワダヨコが店のPRを引き受け、長年続いてきたイベントが新しい形に変
わろうとしています。町内会との関わりにも変化があり、今まではイベント当日の手伝いのみ
だったところが準備段階から企画に携わったり、ワダヨコが企画するイベントにも積極的に関
わってもらえたりするようになりました。
今年度では新しく始まった企画も多くあるので、それらを途切れさせることなく定着していく
ことを目指しつつ、更に新しい企画にも挑戦していこうと考えています。また、深まったまち
の組織との関わりを大切にし、同じ目標を持つ団体同士協力しあうことで、より深みのある活
動を続けていきたいです。
■学生：27名（中野翔貴、斉藤修哉、谷口慶多、阿部ほなみ、幸響生、 伊藤ゆり、村上奈
津季、馬鳥智貴、梶木康平、本松典夏、Seo ji Hwan、池内さくら、長谷川帆奈、山本遥雅、
橋本知樹、松下琴莉、柳沢美佳、宇野友梨香、田邊聡美、竹内渉、若松航平、平原陸人、
深堀貴良、大塚洸季、土屋亮、樋口健太、鹿倉花/ 担当教員：野原卓
■連携・協力：和田町タウンマネジメント協議会
■サイト：Instagramアカウント @wadayoko_
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ニュー・ニュータウンプロジェクト
NEW-NEWTOWN PROJECT

万騎が原中央商店街の魅力を小学生に知ってもらおう！
Let elementary school students know the charm of central shopping street in Makigahara!
背景・目的
オールドタウン化しつつある郊外のベッドタウンを、豊かなニュータウンに再編するするこ
とを目標に、まちづくり拠点「みなまきラボ」と協働して、地域資源である商店街の活性化に
取り組んだ。商店街の魅力を近隣の小学生に知ってもらうことで、商店街が子供で賑わう楽し
い空間となることを目的としてイベントを実施した。
活動内容の概要
今年は万騎が原中央商店街付近の万騎が原小学校の2年生と6年生各1クラスを商店街に招待し、
2年生にはたい焼き屋さんでお店のこだわりとたい焼きの焼き方をクイズ等で知ってもらい、6
年生にはたい焼き屋さんに加え、4店舗で職業体験を行った（チラシ参照）。また、6年生には
職業体験には参加出来なかった店舗についても知ってもらうため、店舗の魅力をヒアリングし
た内容を張り出し、小学生に商店街を回ってもらうクイズラリーも併せて実施した。
今後の可能性
今年は昨年よりも多くの店舗に協力していただいてイベントを実施することができたほか、
小学校ともつながりを持つことができた。来年度以降も同様ナイベントを開催することで、地
域の子供たちにとって商店街が居心地の良い場所となり、商店街を継続的に利用してくれるよ
うになるのではないか。

■学生：9名（有森匠、正林泰誠、土田果奈、原田なつ、白石師、増田夏海、中道洋介、堀
内敬裕、 馬場達也）/ 担当教員：野原卓
■連携・協力：オンデザインパートナーズ、みなまきラボ運営委員会、万騎が原中央商店
街、相鉄ホールディングス、横浜市、万騎が原小学校
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市民活動を体験して考える、協働型まちづくりPJ
NPO Internship project

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

関心ある社会問題を選んで取り組む NPOインターンシップ！

NPO Internship project which we can select and try what we are interested in.
横浜市は国内でも有数のNPO法人の活動が盛んな自治体である。また、市民のニーズに合わせ
て発足したそれぞれの法人は、子どもの教育支援や高齢者を対象とした福祉系、芸術などを専
門領域とした文科系、環境啓発、コミュニティづくりを含めたまちづくり、フェアトレードな
ど多種多様な分野をカバーしている。様々な社会問題に取り組むNPO法人にインターン生として
参加することで、種々の課題やNPO法人の活動の現状に向き合い、また課題の改善に携わること
で、自らのこれから担うべき社会的役割を自覚する。
NPO法人アクションポート横浜主催の、NPO法人とインターン先を探す学生のお見合い会に参
加し、インターン生として参加するNPO法人を選択する。夏休みのみの短期インターン、希望に
よっては1年近くに渡る長期のインターンを行うことができるNPO法人もある。夏休み中、また
夏休み以降に何度か、他大学や自校内のインターン生とミーティング・交流を行い、お互いの
活動への理解や知識を深める。各個人のインターン先での活動については、下記のリンクから
ぜひ確認してもらいたい。
それぞれの活動について共有したことで、NPO法人の活動に対し理解を深めることが出来た。
一連の経験を通して得られた知識や経験は大学での学習に活かすことができる。更に、イン
ターン期間が終わってからもインターン先との関係はなくなる訳ではない。引き続きボラン
ティアスタッフとして参加すること、また活動を追うなど社会貢献の機会を得られる。
■学生：７名（金田龍治、黒澤鈴花、坂本篤史、佐々木咲弥、品川七海、藤原ゆり英、諸
隈昂） / 担当教員：志村真紀
■連携・協力：NPO法人アクションポート横浜様 他インターン受け入れ先NPO法人の皆様
■サイト：⾦⽥ https://onl.jp/G9SCfbv ⿊澤 https://onl.jp/SNnEpmF 坂本 https://onl.jp/aGZ87Cn
佐々⽊ https://onl.jp/yyywKpi 品川 https://onl.jp/DCCTFmZ
藤原 https://onl.jp/pZtKRx8 諸隈 https://onl.jp/BB3QM88
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ローカルなマテリアルのデザインプロジェクト
Designing by using local material

地域の素材を使って都市と里山をつなげる
Connecting Satoyama to cities using local material
現在、水源地や里山地域の広葉樹の活用方法が少ないという問題がある。広葉樹は針葉樹に
比べ、重くて硬いので木材として扱いにくいためである。本プロジェクトは昨年度に引き続き、
広葉樹の性質を理解した上で、それぞれの木材に合った活用および地域の状況を鑑みた活動の
模索を目的とし、今年度はフレグランス班、木材班、藍染め班の３班に分かれて活動した。
フレグランス班では足柄のミカンや大学内のクスノキを使用したルームフレグランスを製作
した。班員自らが取りに行ったミカンの皮やクスノキの葉を加熱し、香りを抽出した。抽出し
たフレグランスを、班員がデザインしたラベルを貼ったボトルに詰め、オープンキャンパスや
常磐祭で販売した。
木材班では大学内、および神奈川県内にて伐採された広葉樹の木材を利用して、それぞれの
木材の特徴を活かしたスツール制作に取り組んでいる。今年度は、キリ、クワ、クスノキ、ウ
ルシ、ムクノキの5種類を利用した。軽いこと、逆に重いこと、または杢目が美しく出ることな
どそれぞれの特徴をどのようにデザインに取り入れるかを考えて制作している。
藍染め班では「糸の町」として有名な神奈川県愛川町の伝統産業である藍染めを行った。ク
リップやビー玉などを用いて、新しいデザインの藍染めをし、アクセサリーを製作し、常磐祭
で販売した。学内の銀杏を使った広葉樹染めにも取り組んだ。
今後は、様々な広葉樹に興味を持ってその特徴を知ることで、木材のより有効な利用方法、ひ
いては木材を介して地域の問題を解決することにつなげることができればと思う。また、製作
する商品の種類を増やすなどして、より多くの人に広葉樹に関する問題を伝えていきたい。
■学生：11名（安藤真悠、石鍋あき乃、今福嶺、内山晃、汪世佳、可児綾加、
小林夏月、竹島マリナ、 藤田彩乃、町田紫苑、 南出理夏子) / 担当教員：志村真紀
■協力:原口健一 准教授
■サイト：Instagram:タグ「#ローカルなマテリアルのデザイン」
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都市の自然を楽しむライフスタイル
The lifestyle to enjoy nature of the city

縦10cm×横13.5cm
*コラージュして構成しても良い。
*A1サイズに拡大しても大丈夫な高解像度で。

横浜や、横国学内に生存する身近な自然との触れ合い
The interaction with nearby nature which exists in Yokohama and YNU
横浜は都市と里山の両方を兼ね備えた地域であることから、そのことを活用して横浜におい
て都市の自然を知り、それを利用するライフスタイルを開発し、地域に普及することを目的と
して一年間活動してきた。
毎週木曜日の昼に勉強会をし、休日や長期休暇に行うイベントに関して各自調べてきたこと
を報告した。
今年度は、潮干狩り、横国の山菜を使って料理、魚釣り、横国のどんぐりを使って料理、里
山管理などのイベントを報告の内容をもとに企画した。どのイベントでも自然の中での楽しみ
方を体験しつつ、調理やバーベキューで学生同士の交流や参加してくださった高校生との交流
も深めた。
一年間の活動を通じて、都市の中で里山の暮らしの一部を体験しつつイベントを楽しむこと
ができたので、地域に都市の自然を利用するライフスタイルを普及させるだけでなく市民の憩
いの場としての役割をさらに果たしていくことができるようにしたい。また、里山の生活を体
験することができるような新たなイベントの形を考え、ぜひ実施していきたい。
■学生：13名（土橋由依、片柳水希、川本我夢、松本三千尋、宮田祐太郎、大谷瑠、
泉結衣子、松本陸、森陽香、平栗朋佳、樋口桃子、木野寛、宮崎怜/ 担当教員：小池文人
■サイト：http://vegel.kan.ynu.ac.jp/lifestyle/
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かながわ里山探検隊
Kanagawa Satoyama Expedition

里山で陸の豊かさを感じよう
Let’s feel blessings of nature in Satoyama!
皆さんは、陸の豊かさからどれだけの恩恵を受けているか、考えたことがありますか。これはSDGsの
目標の一つ「陸の豊かさも守ろう」を達成するために必要なビジョンです。昨今の、災害の激甚化、野
生動物の都市部進出、生物多様性の低下などは、多大な影響を私たちに及ぼしています。それは一
つに、人間と自然が築いてきた関係が崩れてきたからかもしれません。そこで、生物多様性を維持し、
人間と自然の共生を果たしてきた里山に注目して、その価値を再発見し、守っていくことが私たちの目
的です。
今年度、里山探検隊は、里山に関する輪読や実地調査を行い、よりよい里山の保全に向け活動しま
した。植樹や田畑の代掻きを行い、そこに生きる生物を守ることの大切さを知りました。またアルプホル
ンの演奏や、木工細工の体験、米やみかんを自分たちでイチから栽培・収穫したことを通じ、自然の恵
みを感じることが出来ました。加えて、里山の資源を利用してもらうため、炭出しやみかんの収穫・販売
の支援も行いました。さらに荒廃した森林や台風後の林道を歩き、整備の難しさや自然の恐ろしさを実
感しました。総じて、里山での保全活動を通じ、私たちは豊かな生態系からどれだけの恩恵を受け、人
間の活動がどれだけ森林や田畑、そこで生きる生物を脅かしているか理解することが出来ました。
今後の展望として、陸の豊かさを守るためには、単に里山で活動を行うだけでは十分でないように感
じました。より実践的な保全をするために、罠猟の資格獲得や、里山の資源や食材を利用した移動式
ピザ窯の作製、及び物産販売など地域の人とより深く広く活動を進めていきたいと思います。
■学生：20名（隊長：深田拓海、榎本翔太、小山雅弘、清水翼、藤野天馬、南部亮太、渡
邊茜、和泉茉南、今城裕里、小澤柊哉、加藤野愛、城川涼輔、竹内理絵、仲美凪、古川笑、
松本幸、渡邊椋祐、宮岡伶安、堀内凱斗、後藤亮仁 / 担当教員：小池治
■連携・協力：七沢里山づくりの会
■サイト：http://ynusatoyama.wpblog.jp
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データで捉える地域課題・地域経済2019
Regional Issues and Regional Economy Analyzed by Data

多画的な分析から見る地域経済
Regional Economy from Multifaceted Analysis
当プロジェクトでは、各グループに分かれ、横浜市、神奈川県の各セクション をはじめ、相模鉄道、
横浜ビー・コルセアーズといった地域の各アクターとも連携しながらプロジェクトを運営している。多
様な研究を行っているため、様々な成果がでている。そうした成果を、中間報告会、最終報告会という
形で持ち寄り意見交換しながら進めている。
居城グループでは、プロジェクトが5つ存在し、産学連携を行いながらより実践的な活動を意識してい
る。①「江ノ島観光地区における産業連関分析」、②「神奈川東部方面線開業に伴う相鉄本線地域への
経済効果」、③「スポーツと青少年育成」、④「愛情弁当の貨幣評価」、⑤「フェアトレードについ
て」が本年の研究である。各学生が主体的に研究に取り組むことで多面的な研究の実践を目指している
ことに加え、横浜国立大学ホームカミングデー等、定期的な研究発表も重ねている。池島グループで
は、昨年度テーマ「農業の地域循環、経済の地域循環」を継続して調査分析を進めた。第一に、都市農
業を対象に、生産から消費に至る流通経路のうち、学校給食における地産地消の流通ルートや消費実態
を調査し、学校給食が地域農業の活性化に貢献できる役割を有している点を明らかにした。第二に、箱
根町の泊事業者や観光客に対して多くの実態調査を重ね、その調達・消費行動における地理的特徴を明
らかにした。岡部グループでは、横浜市の年齢階層別失業率は1995年前後の就職氷河期時代から2010年
ころまで高止まりの傾向であったが、その後今日まで低下傾向が続いている。その内実を検討してい
る。氏川グループは、横浜市温暖化対策統括本部・地球温暖化対策推進協議会・関内まちづくり振興
会・一戸町等の行政・諸団体、日産自動車・みんな電力等の複数の市内企業と連携して、各団体での温
暖化対策・SDGsに資する政策提案を実施した。市内複数大学との報告会では、昨年度に引き続き、受賞
する成果も得られた。相馬グループは、(1)中高年ひきこもりと家族支援、(2)リカレント教育の現状と
課題、(3)家事の男女共同参画、(4)団地のリノベーションとコミュニティ活性化、について研究を行っ
た。
■学生：37名/ 担当教員：岡部純一、相馬直子、氏川恵次、池島祥文、居城琢
■連携・協力：横浜市政策局 関口昌幸様、岡﨑洋子様
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横国ネパールプロジェクト（YNP）
YOKOKOKU NEPAL PROJECT (YNP)

分からない、何もできない。でも、だからこそ、やってみる。
Let’s try
2015年4月25日に発生したネパール大地震をきっかけに、発足。防災訓練を行ったり、ゲスト
ハウスプロジェクトを行ったりした。現在は、集まった学生がネパールというフィールドで
課題を発見し、その解決策を模索していくプロジェクトとなっている。今期からは新たに
スタディーツアー班と障害班が加わり、多種多様なプロジェクトが立ち上がっている。
子ども班・女性問題班・スタディーツアー班・障害班の４つに分かれ、活動している。
子ども班：春合宿で見た映画をきっかけに「子供達が自由に夢を語れるようになってほしい」
という思いから発足。夏の渡航で村を訪問し子供たちの夢を調査。調査結果を元に、現在日本
の事例との比較を行う。
女性問題班：ネパールの人身売買被害者女性や被害に陥りかねない女性の経済支援を目的に、
夏渡航では支援者団体へ訪問、インタビュー、フェアトレード用に商品の買い付けを行い、大
学祭やスタジアムでの販売を行った。
スタディーツアー班：現地調査で訪れた際、「現地の方に、復興観光の助力を。」との声を聞
き発足。現在、日本全国から集まってくれた有志4人と共に、参加者の自立的思考の養成と共に
ネパールの実態を感じるべく春渡航に臨む。
障害班：夏の渡航をきっかけに発足し、障害のある人が「働く」という選択肢を得られるため
には何が必要かを考え、活動。春渡航にて、現地での質問紙調査を行う予定。
今後はアカデミックな研究も念頭に置きながら活動を進めていく予定である。課題設定から
解決までのプロセスを経験しながら、国際協力分野の内情を知っていく。
■学生：10名（キム・キョンテー、纐纈真菜、山本しずく、阪下拓郎、齊藤瑞貴 、袴田
萌々子、中村恒太、木村泉紀、 馬場那月、藤山彩奈 / 担当教員：小林誉明先生
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地域における学生居住が高齢期の暮らしや地域活動にもたらす影響に関する研究

磯崎

1663009
指導教員
1.

4.

研究の目的と背景

高齢化の進行に伴い、高齢者の社会的孤立や空き

大原一興教授

透子

藤岡泰寛准教授

学生居住がもたらす影響について

4-1.

取り組みの認知度合い

家の増加、地域コミュニティの希薄化などが特に郊

住民の居住街区に関しては、左近山団地全体では

外住宅地で課題である。そのような状況の中で学生

9 街区まであるものの学生が長く居住し活動の中心

が地域の中に住み地域活動の担い手となる取り組み

である 1 街区が最も深く認知されていた(図 1)。ま

が増えてきている。既往研究からは、事業開始時の

た、年齢が高く地域活動に対する関心が高い人ほど

学生の居住可能性に関する研究

1)

や学生の居住実態

顔や名前を知っている割合が高かった。

についての研究 2)3)などが見られ、地域の課題解決の
可能性や事業の継続性などの問題について指摘され

0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

内容を知っている
⾒たことがある

ているが、学生居住が高齢期の暮らしにもたらす影
響や居住継承と地域活動との関係については必ずし

10%

取り組みを知っている

顔を知っている
名前を知っている
知らない

も明らかにされていない。
全体(n=1003)

本研究では学生居住が住民からどのように受け取
られているかを把握し、地域活性化と高齢者支援の
可能性を考察することを目的とする。
2.

研究方法

[図 1]

3-2.

学生にして欲しい活動について

学生にして欲しいことについてたずねたところ、
「地域に住んでくれるだけでいい」が全体的に高か

学生居住の取り組みの概要を把握するための文献

ったが、この傾向は後期高齢単身者ほど強かった。

調査、学生居住の認知度や活動のニーズ、若い人が

また前期・後期高齢者に共通して「日常の話し相手

地域に住むことに対する意識などを把握するための

になって欲しい」
「電気交換を手伝って欲しい」など

左近山団地住民への全戸配布アンケート(配布期

の日常生活に関する支援へのニーズが高い傾向にあ

間:2019/11/11〜、世帯配布数:4470、回収世帯数:820、

った(図 2)。

回収率:18.34%)と、イベント時にアンケートを行っ
た。また、学生居住者 3 名に現在の暮らし方につい
てと住民との関わり、活動ニーズにどの程度答えら
れるかをヒアリング調査した。
3.

学生居住の取り組みの概要

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
地域に住んでくれるだけでいい
災害時の活動に参加して欲しい
卒業しても住み続けて欲しい
イベントの企画や参加をして欲しい
挨拶をして欲しい
住⺠のつなぎ役になって欲しい
⼦供の学習⽀援をして欲しい
階段室の掃除を⼿伝って欲しい

学生居住の取り組みは地域の深刻な高齢化や、空

電気機器の使い⽅教室を開いて欲しい

き家対策からそれぞれの大学の専門分野を生かした

⽇常の話し相⼿になって欲しい

形で展開されていた。左近山の事業に関しては、事
業開始から数年経過し、入居条件や活動補助の仕組
みや金額の改訂などが行われており、活動が増えた
学生に対してのフォローがされていると考えられる。

26

1街区(n=195)

認知度合いについて(1 街区と全体の比較)

通学路の⾒守りをして欲しい
電気交換を⼿伝って欲しい
DIYリフォームを⼿伝って欲しい
⼤掃除を⼿伝って欲しい
ゴミ出しを⼿伝って欲しい

全体(n=947)

前期⾼齢単⾝者(n=86)

後期⾼齢単⾝者(n=147)

[図 2]学生にして欲しいことについて(全体と前期・後期高齢単身者との比較)

3-3.

で知り合った人からはいらなくなったものをもらう

希望の住戸の距離関係

特に前期高齢単身者は学生に「隣の住戸」に、後

など前回の調査よりもやり取りが増えていた。学生

期高齢者は「同じ住棟」であれば隣でなくても良い

居住が継承されることで、取り組みが長くなり住民

ので住んで欲しいと回答する人が多く(図 3)、総じ

が学生との関わりに慣れてきたことが考えられる。

て学生が近くに住んでいるということ自体が安心感

4-2.

すでに取り組んでいる地域活動に加えて、高齢居

につながっているのではないかと推測できる。
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

階段室が同じで隣の住⼾
階段室が同じで別の階
階段室は違うが同じ住棟
住棟は違うが同じ街区
違う街区
学⽣には住んで欲しくない
その他

高齢者支援の可能性に関して

住者への生活支援が可能かどうかたずねた。その結
果、
「電気機器の使い方教室」は負担が大きく難しい
という声が聞かれたが、「家の大掃除を手伝う」「階
段室の掃除を手伝う」については「同じ階段室の人」
や「親しい人」ならできるという声も聞かれた。よ

前期単⾝⾼齢者(n=82)

全体(n=912)

って、日常から関わりをつくることや外部からの活

後期単⾝⾼齢者(n=132)

[図 3]希望住戸距離について(全体と前期・後期高齢単身者との比較)

3-4.

動のサポートによってより日常的な生活支援にも発
展する可能性が指摘できる。

若い人が地域に入居することについて

「入居してくれるだけで歓迎する」
「空き家に入っ

5.

まとめ

てくれると安心する」
「世代が違う人が入ってくるの

学生居住の取り組みについて、広く住民に受け入

は不安だ」
「若い人たちが多くなり騒がしくなるのが

れられていて、学生が地域に住むこと自体を評価す

不快だ」の 4 つについて 5 段階評価をしてもらった。

る人も多かった。この傾向は高齢単身者、特に後期

前期高齢単身者、後期高齢単身者共に空き家に住ん

高齢者ほど強かった。また前期高齢単身者は「隣の

でくれることによる安心感が高かった (図 4)。

住戸」に住んで欲しいというニーズが高かったこと
からより直接的な交流を求める傾向にあり、
「電気交

全体(n=939)
64歳以下単⾝者(n=65)
前期⾼齢単⾝者(n=90)

20%

40%

60%

とてもそう思う

そう思う

どちらとも⾔えない

あまり思わない

30

14 22

45

65

0%
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27

50

21

13

22

27

後期⾼齢単⾝者(n=128)

118 187

373

423

80%

100%

思わない

[図 4]

4.

若い人が空き家に住むことに対する年齢別単身者の評価

学生居住の継承がもたらす影響について

4-1.

学生の暮らしについて

換を手伝って欲しい」
「日常の話し相手になって欲し
い」などの日常生活支援のニーズについては前期後
期高齢単身者に共通して高かった。居住学生側はお
世話になっている人なら活動補助の範囲外であって
もサポートできると回答していることから、両者が
より日常的に接触できる機会を設けることで学生に
とっても暮らしが豊かになり学生居住の効果がより
高まると考えられる。
[注]本研究における「学生居住」とは大学生、大学院生が地域活動や論文執筆な
どの条件のもと何らかの活動補助を受けて居住している住まい方をさす。

入居の動機に関しては前回入居していた先輩から
の紹介が最も多く、全員が地域活動に参加したかっ
たことが特徴的であった。

[謝辞]本研究にあたり、調査にご協力いただきました学生居住事業担当者さま、
自治会長さま、自治会役員の皆さま、地元 NPO 関係者さま、左近山地区にお住い
の皆さま、入居している学生の方々に深く御礼申し上げます。なお本研究は科研
費（課題番号 19K02354）により実施した。
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過疎化した離島における移住者の定着に関する研究
ー隠岐郡海士町を事例としてー
1663022
指導教員

1.研究の背景と目的
日本は島国であり、領土の全てが島で構成されてい
るが、離島地域では若い世代の転出と少子高齢化によ
って 20 年間で約 3 割の人口減少が生じた。
一方で田園回帰の動きが活発になり、農村地域への
移住希望者は増加している。しかし、仕事や住宅の不
足といった移住政策の課題だけでなく、閉鎖的な環境

貴則

藤岡泰寛准教授

館設置によって中央図書館の新設に至った「海士町ま
るごと図書館」
、集落支援員が廃保育園を利用したコミ
ュニティスペース「あまマーレ」などがある。
一方で一部の農村地域で行われている定住促進助成
金などの金銭面での移住支援は行われていない。
4.移住要因と定住要因
ヒアリング調査の結果をもとに基本属性と多くの移

や離島暮らしへの理想との違いによって、移住したも

住者に見られる要素を表 1 に表した。

のの定住に至らないケースも多く、社会増加を実現し

4.1 移住要因の傾向

た地域はごくわずかである。

移住理由と移住時の世帯人数を図 1 に表した。移住

移住者の離島への移住段階と定住に向けた定着段階

理由として「就職・転職」が 15 人と最も多く、内訳は

では異なるニーズが存在しており、移住段階だけでな

「農林水産業」が 3 人、
「海士町の取り組みに関わる職

く定着段階にも目を向けるべきである。そこで、社会

業」が 9 人と海士町の取り組みや地域との関わりに関

増加を継続的に実現した地域を対象とし、離島の魅力

心が見られた。また単身者が 20 人であり、家庭をもっ

づくりにおける離島移住者のニーズの特徴を明らかに

た状態での移住は経済面や転校などの難しさがあると

することを目的とする。

考えられる。

2.研究の方法

一方で、定住促進助成金などの金銭的な支援は 28 人

本研究では島根県隠岐郡海士町を対象として取り上

から不要とされた。理由として「あったら助かるけど

げる。2019 年 11 月から 12 月にかけて移住者 31 人に

なくても暮らしていける。
」「支援を受けることで地元

対してヒアリング調査を行い、基本属性や生活環境、

の人との差ができることに嫌悪感がある」などが挙げ

移住の経緯を把握した。

られた。

3.海士町の概要

4.2 定住要因の傾向

海士町は島根県の沖合約 60 ㎞に位置する隠岐諸島

職業の面で見ると（図 2）
、3 年を境に転職をする人

中ノ島全域を町域とする。全体面積は 33.43 ㎢、人口

が現れ、10 人が海士町の中で転職した。また５年以上

2353 人、高齢化率 39％（H27）
。島外へはフェリーまた

定住している人は 13 人、10 年以上が 4 人となり、島

は高速船で 3 時間半かかり、1 日に往復 3 便が運行し

に定着し定住の意志が強まるのは３年前後であると考

ている。そのため本土への通勤・通学はできず、島内で

えられる。

生活を完結させる必要がある。

公共施設を見ると（図 3）
、図書館やあまマーレとい

2000 年代の財政悪化以来、様々な分野で改革を行っ

ったコミュニティスペースは調査を行った女性全員が

ている。代表的な取り組みとして、公務員の給与減額

どちらかは利用しており、男性も家庭の有無による差

と I ターン者による産業振興で財政を立て直す「海士

異は見られなかった。一方で利用しない理由として「I

町自立促進プラン」
、ICT 導入や島留学、公立塾の設置

ターン者しか使わない」
「子どもがいない」が挙げられ

によって隠岐島前高校への進学率を高める「隠岐島前

ており、I ターン者のみの場であるとも言える。

教育魅力化プロジェクト」
、学校図書館や公民館への分
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内田

さらに、移住時点で単身だった世帯で家庭を持った

10 世帯のうち 6 世帯が定住意志を持ったこともあり、
5人

家庭環境の変化は定住要因の一つと考えられる。

4人

また地域・地区の行事について 29 人が参加している

3人

と答えたが、そのうち「地域住民や他の移住者とのつ

2人

ながり」が「できる」としたのは 17 人であった。
「地

1人

域に馴染んでいくには行事への参加が必須」という意

0

見も多かったが、
「できない」の理由として「行事では

就職・転職

5

10

島・田舎暮らし

顔見知りになる程度が限界で日常的な挨拶やお裾分け

15

紹介

20

子の進学

結婚

実家

図 1 移住理由と世帯人数

の中で深めていく」と挙げられた。
５．結論
11年以上

移住希望者の移住要因は仕事の魅力や取組み、町づ

9～10年

くりにあるが、必ずしも定住の際に持続するものでは

7～8年

ないものとわかった。また、子育て世帯にとって公共

5～6年
3～4年

施設は重要な交流拠点であるものの、地元住民との関

～2年

係は行事や日常生活の中で醸成されるものであり、地

0

2

元住民との関係構築には活かしきれていなかった。移

4

転職した

住者が定住するためには家庭環境や地域との関係の変

6

8

10

転職していない

図 2 居住期間と職業の変遷

化が必要であり、、公共施設などの交流拠点に加えて、
移住者と地元住民が日常的に関わり合える場づくりが
女性

子ども無

【謝辞】

女性

子ども有

本研究にあたり、海士町の多くの方々にご協力いただ

男性

子ども無

男性

子ども有

必要と考えられる。

きました。ここに深く感謝申し上げます。
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表 1 ヒアリング調査結果
性別 年齢
A
B

女性
男性

移住区分 居住期間

44 Iターン
41 Iターン

20年
13年

配偶者 子ども 世帯人数 移住時の世帯人数 移住理由

転職

図書館

〇

〇

〇

〇

〇
〇

3
4

1 就職・転職
1 就職・転職

C

男性

47 Iターン

12年

〇

〇

5

1 島・田舎暮らし

〇

D

女性

34 Iターン

10年

〇

〇

3

1 紹介

〇

〇

〇

E

男性

48 Iターン

8年

5

5 就職・転職

F

男性

34 Uターン

8年

1

1 実家

G

男性

30 Iターン

7年

1

1 就職・転職

〇

H

男性

42 Iターン

7年

2

1 紹介

〇

I

男性

39 Iターン

6年

〇
〇

〇

3

女性

43 Iターン

6年

〇

〇

3

2 島・田舎暮らし

男性

32 Uターン

6年

〇

〇

3

1 実家

L

男性

44 Uターン

6年

1

1 実家

M

女性

48 Iターン

5年

1

2 子どもの進学

N

男性

31 Iターン

4年

1

1 就職・転職

〇

O

男性

22 Iターン

4年

〇

〇

4

2 結婚

P

男性

42 Iターン

4年

〇

〇

3

3 就職・転職

Q

女性

50 Iターン

4年

1

1 就職・転職

R

女性

50 Uターン

4年

〇

〇

3

3 実家

〇

2

2 紹介

S

男性

42 Iターン

3年

T

女性

48 Iターン

3年

U

女性

26 Iターン

3年

〇
〇

〇
〇

2

2 子どもの進学

2

1 就職・転職

地域行事 行事によるつながり 現在の定住意志

過去の定住意志

〇

3年

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

3 島・田舎暮らし

J
K

あまマーレ

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

数年
3年

〇

定住

決めていない

〇

〇

定住

定住

〇

〇

〇
〇

数年

数年

定住

1か月

定住
〇

〇
〇

〇

定住

定住
決めていない

〇

〇
〇

定住
定住

〇

〇
〇

〇

〇

〇

定住

定住

定住

定住

数年

定住

定住

決めていない

3年

決めていない

決めていない

〇

〇

定住

決めていない

〇

〇

定住

定住

〇

〇

定住

定住

〇

〇

〇

決めていない

決めていない

〇

〇

〇

〇

決めていない

決めていない

4年

7年

〇

〇

定住

決めていない

〇

〇

定住

定住

〇

〇

3年

3年

〇

〇

定住

5年

決めていない

2年

〇

〇

〇

〇

V

男性

36 Iターン

3年

3

1 島・田舎暮らし

W

女性

28 Iターン

3年

1

1 就職・転職

X

女性

23 Iターン

2年

1

1 就職・転職

〇

Y

女性

27 Iターン

1年

1

1 就職・転職

〇

Z

女性

28 Iターン

1年

1

1 就職・転職

〇

a

男性

24 Iターン

1年

1

1 島・田舎暮らし

b

男性

26 Iターン

1年

1

1 就職・転職

c

女性

31 Iターン

8か月

1

1 就職・転職

〇

〇

〇

d

男性

41 Iターン

3か月

〇

〇

3

3 島・田舎暮らし

〇

〇

〇

〇

e

男性

35 Iターン

3か月

〇

〇

4

4 就職・転職

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇

3年

1年

〇

定住

定住

〇

決めていない

決めていない

3年

3年

決めていない

決めていない

定住

定住
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高低差のあるキャンパスユニバーサルデザインに関する研究
－横浜国立大学常盤台キャンパスにおける屋外エレベーター設置および周辺整備からの考察－
1663098
指導教員
1.

研究背景と目的
近年、大学・大学院では社会人学生・高齢の学生

藤岡泰寛准教授

ベーター設置後の変化や利用実態、潜在的な意識を
質的に捉えるため、学生へのアンケート調査を行い、

などが増えてきている。また障がいのある学生や留

教育学部 60 名、経済学部 10 名、経営学部 9 名、理

学生なども増え、学生の多様化が進んでいる。そし

工学部 18 名、都市科学部 6 名、未記入 5 名、計 108

て、学生の多様化に伴いニーズも多様化している。

名の回答を得た。

一方で大学側は教育・修学の機会保障と公平性を担

(3) 地域住民へのヒアリング調査

保するため、その多様な学生を受け入れ、誰にとっ

地域住民による大学キャンパスの利用実態を探る

ても学びやすい修学環境を整備する必要がでてきて

ため、大学キャンパスを利用している地域住民 11

いる。そのため大学側は特定の学生のニーズに応え

名にヒアリング調査を行った。

るだけでなく、あらかじめ多様なニーズを想定した

3.

わかりやすく使いやすい設備や授業の整備が必要と

(1) 通行量・観察調査

なっており、バリアフリー対応からユニバーサルデ
ザイン対応へと転換していくことが求められている。
横浜国立大学では「ユニバーサルデザイン整備」

調査結果と考察

エレベーター設置前後の合計人数・推移の比較を
行ったものの、数の変化は誤差程度であり大きな利
用者変化はみられなかった。

に積極的に取り組むことを掲げ、
「誰にでも使えるキ

具体的には、エレベーターを利用した人は調査し

ャンパス」の構築に向けてできるだけ多くの人が利

た 10:00～15:00 の 5 時間で 2～3 回の利用でありエ

用できるよう配慮した施設整備を目指している。

レベーターの利用頻度は低かった。エレベーターを

本研究では、令和元年度にユニバーサルデザイン

使う人が少ないこと自体は問題ではないが、調査中

整備の一環として行われた屋外エレベーターの設置

に松葉杖をついている人が階段で上り下りしている

および周辺整備を通して、また学生・地域住民の 2

場面が見られるなど、エレベーターが設置されたこ

つの視点を通して、高低差のあるキャンパスのユニ

と自体やエレベーターを使ってよいということが伝

バーサルデザイン整備の在り方について考察する。

わっていない可能性が考えられる。まずはエレベー

加えてエレベーター新設計画の検討過程について、

ターが利用できることを知ってもらい、必要とする

設置後の利用実態と比較して評価を行う。

人にとってエレベーター利用も選択肢に入ることが

2.

重要である。

研究方法

(1) 通行量・観察調査
令和元年 12 月に新設された屋外エレベーターの

(2) 学生へのアンケート調査
エレベーター設置から 1~2 か月しか経っていない

設置前後での学生のキャンパス内での移動の変化を

こともあり、新設されたことの認知度は 57％にとど

量的に捉えるため、設置前の 11 月中旬と設置後の

まった。また、エレベーターが稼働していることと

12 月中旬にそれぞれ 3 日間ずつ当該箇所で通行量調

なるとさらに知られておらず、8 割近くの学生が「知

査を行った。また、合わせて新設したエレベーター

らなかった」と回答した。
「知っていて、すでに利用

の利用実態を調査するため観察調査を行った。

した」と回答した人は 1 名(1％)しかいなかった。

(2) 学生へのアンケート調査
通行量・観察調査だけでは明らかにできないエレ
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また、今後のエレベーター利用に関して質問した
ところ「利用しようと思う」
「ときどき利用しようと

思う」と回答した人が 25％であり、キャンパス内

住民ともに回答数が一番多かったのは「安心した気

の移動に何らかの不便さを感じている学生が今後利

持ちになる」
、次に「誇らしい気持ちになる」が多く、

用すると答えたと考えられる。またエレベーター利

ユニバーサルデザイン整備が進むことで人々に安心

用が増えることで、メインストリート以外の屋外通

感を与えているだけでなく、大学への愛着を増す可

路の利用者数が増えるなど学生の移動の流れが変わ

能性があることもわかった。

る可能性がある。一方、エレベーターを「利用しな

5.

計画の検討過程の評価

いと思う」
「あまり利用しないと思う」と回答した人

通行量調査でスロープを利用している人は全体の

が約 70％おり、多くの学生は今回エレベーターが設

9％いた。単に自転車やバイク、徒歩で利用するだけ

置された 6~7m の高低差では、エレベーターを使え

でなく、自転車と徒歩の友人同士で利用していたり、

たとしても階段利用を継続する意向であることがわ

階段を上るのは難しい保育園児が歩いてスロープを

かった。

利用していたりと様々な利用者がおり、計画の検討

(3) 地域住民へのヒアリング調査

過程でスロープを撤去せずに残すとなったことで、

ヒアリングを行った地域住民の方は「散歩」や子
供・孫を連れて「遊び」に来ている人が多く、自然

多様なニーズに応えられ、また利用者の選択肢が増
えた移動空間となった。

環境豊かな大学キャンパスを公園のような存在と捉

一方で単にエレベーターが設置されただけではな

えている人が多かった。また、
「自動車が通らず、ま

く、教育学部 6 号館の整備も進んだことで今後多様

た若い学生の存在によって歩行空間として安心感が

な利用がなされる可能性があり、図書館などの組織

ある」
「大学キャンパスが周辺にあることで地域全体

と連携を図っていくことも重要である。

が明るくなる」などの意見もあり、大学周辺は高齢

6.

結論

化が進んでいる現状もある中、若い学生は地域全体

現在エレベーターを利用している人はほとんどい

に安心感や明るさを与える存在であることがわかっ

ないが、25%の学生は今後のエレベーター利用を考

た。

えていることがわかった。今回のエレベーター設置

4.

によりこれまで階段・スロープのみであった移動手

学生と地域住民のキャンパスユニバーサルデザ
イン整備に対する意識

段にエレベーターも加わり、バリアフリーの視点か
らだけでなく、移動の選択肢が広がるというユニバ
ーサルデザインの視点での効果も期待できる。
また、ハード面の改善が大学への愛着につながる
可能性も指摘できたことから、こうしたユニバーサ
ルデザイン整備をきっかけとして、困ったときには
助け合うなど人的なサポートを広げていくことも重
要となる。

図 1 キャンパスユニバーサルデザイン整備に対する意識

学生 57 名、地域住民 11 名、計 68 名に大学キャン
パスでユニバーサルデザイン整備が進むことに対し
てどう思うか(複数選択可)を回答してもらった。
ほとんどの学生・地域住民は、キャンパス内でユ
ニバーサルデザイン整備が進むことに対して好意的
な気持ちを持っていることがわかった。学生・地域

[謝辞]本研究にあたり、ご協力いただきました横浜国立
大学施設部佐藤様、学生の方々に深くお礼申し上げま
す。
参考文献
1.

2.
3.

瀧島南美、大原一興、藤岡泰寛 2016「大学キャン
パスにおける屋外空間のユニバーサルデザイン整備
手法の考察」
横浜国立大学「横浜国立大学キャンパスマスタープ
ラン 2016」
著作者：佐野眞理子・吉原正治・山本幹雄 編集：
広島大学大学院総合科学研究科 「大学教育とアク
セシビリティ －教育環境のユニバーサルデザイン
化の取り組み」 丸善株式会社 2009 年
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空間条件から見た学校博物館に関する研究
－横浜市立小学校における歴史民俗系の活動を事例とした考察－
1663099 千葉 汰一
指導教員
1. 研究背景
少子化により多くの小学校では、余裕教室が生じ、

大原一興教授

藤岡泰寛准教授

の関係図を作成する。また現地にて学校博物館の空
間条件を調査し、展示室プランの作成・分類を行い、

その有効活用の方法として学校が地域コミュニティ

博物館の機能面を整理した。

の活動拠点となり、児童・地域の多様な交流の契機

4

となることが期待されている。その中でも、学校の

4.1 学校博物館の形態別分類

学校博物館と学校・地域の協働性

余裕教室を博物館として転用した学校博物館という

形態別にみると、［1］コミュニティハウス(1)内に

形態も出てきた。学校博物館毎に展示されている資

ある学校博物館、
［2］校舎内にある学校博物館、
［3］

料は様々で、学校資料や地域の文化財の他、美術品、

小学校に隣接する公園に位置する学校博物館の 3 種

生物類、標本、生態系（ビオトープ）など、その種

類がある（図１）。

類は多様である。
横浜市では、児童数減少に伴い余裕教室活用指針
を定め学校施設の地域利用促進に力を注いでいる。
一方で平成 25 年から横浜市歴史博物館主導で、余裕
教室を含めた学校施設において、元来小学校に保管
されていた歴史民俗系の資料の再整備や資料室整備
を行う「博物館デビュー支援事業」を展開しており、

［1］は地域住民と小学校が協働で運営していると

歴史民俗系の学校博物館が現在までに 33 か所整備

ころが多く、運営に携わる地域住民の数は他に比べ

されていき、学校博物館が整備されることにより、

多い傾向がある。［2］は地域住民と学校が協働で運

学校と地域がより密接に関わることが期待される。

営しているが、地域住民の運営人数は少ない傾向が

2. 研究の位置づけと目的

ある。［3］は運営主体の人数が一番多く、学校・地

学校の統廃合により散逸や廃棄が危惧される学校
資料だが、その資料の博物館的価値が学芸員の研究

域ともに多くの協力者が組織して活動している。
4.3

学校・地域行事との協働性とその分類

力によって再評価されている。しかし、学校という

小学校の授業では［1］～［3］の学校博物館すべ

組織の中での運営・管理体制や、学校資料の保存や

てにおいて授業連携があり、主に小学 3 年生の昔の

活用の方針が明確に示されていない。これらに対し

暮らしの授業にて学校博物館の資料を使った授業を

本研究では建築的視点から学校博物館に着目し、学

行っている。また近隣の学校博物館を持たない小学

校・地域との協働性を分析し、その運営・管理体制

校の見学を受け入れている小学校も多くあることや、

や空間利用のあり方を示すことを目的とする。

Ｄ小学校では学校博物館の資料を他校に貸出し、講

3

師を派遣する出張授業を独自に展開しているなど、

調査概要
横浜市立の歴史民俗系の学校博物館がある小学校

９校と、歴史民俗系以外の活動として長野県にある
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4.2

図１ 学校博物館形態別分類
運営面での協働性

学校博物館が学校教育に果たす役割は大きいと考え
られる。

Ｙ小学校で活動している学校美術館を対象に運営関

［1］や［3］では学校行事の際、小学校と連携を

係者に半構造化インタビューを行い、各学校博物館

とり地域と学校が協働で活動することで児童と地域

での学校・地域の協働性を明らかにし、運営組織間

住民の交流が多い。反対に［2］では運動会や授業参

観などの限定的な行事の際に地域住民が来館するた

美術品を扱う学校美術館の事例では、展示品を鑑

め、地域と児童の日常的な交流は少ない。地域利用

賞するための余白の空間が重要で、歴史民俗系より

の観点からは、学校博物館の位置は重要な要素であ

多くのスペースを要すると考えられる。また資料保

り、地域により近い［1］や［3］では地域利用の頻

存と鑑賞の環境条件として求められる条件は多い。

度が多く、［2］では安全・防犯面から地域開放のリ

5.3

スクが高い。

学校博物館に展示される資料の多くは地域からの

以上の結果を踏まえて各学校博物館と学校・地域
との関係図を作成し、分類毎にまとめた（図２）
。
［1］

学校
運営・参加の幅

地域住民のコミュニティハウスの利用に学校博物館の活動
を連携させることで、学校博物館の地域利用促進につながり、
運営や地域活動への参加の幅が広がる。学校博物館にとって
コミュニティハウスがあることは地域と学校博物館が協働し

コミュニティ
ハウスの利用
［2］

地域
相互協力

学校

て活動できるという期待が高い。
防犯・安全面を考慮すると地域への日常的な開放は難しいが、
学校との関係性を築くことによって学校行事や地域行事と連携

学校

る。また、校舎内にある分児童の出入りが多いため、自発的な
教育での効果が期待される。
学校施設から飛び出した位置にある学校博物館では、より地
域に近い場所で活動を行うことができる。その為、地域住民の
地域活動への参加率は高いと思われる。運営や地域活動への参
加の幅が地域・学校と一体になっているため、様々な人が関わ

地域

図2
5.

り組織として動いている。

各学校博物館配置別関係図

空間条件からみた学校博物館の博物館活動

5.1

住民が関わりやすく、地域住民の博物館活動の動機
づけや目的意識向上につながると考えられる。また
収集活動のためにバックヤードを別室に設けること
も必要な要素となる。
5.4

展示室プランの分類

各学校博物館の展示室プランを作成し、展示のレ

展示室の配置

学校施設全体における学校博物館の位置は地域利

学校の学校美術館では地域住民に対しての地域開放を行ってい
地域

［3］

寄贈によって収集したものであり、展示教育に地域

し児童と地域住民の交流が生まれる可能性はある。長野県 Y 小

×

展示品の収集

用性と関連が深い。配置別でみるとコミュニティハ
ウスや地域での運営が望ましく、また学校の校門付
近に位置することや、展示品の搬入や入れ替え、利
用者のことを考慮すると建物 1 階又は建物入口付近
での運営が望ましい。また展示室・校門の鍵が常に
開錠しているというソフト面での距離の近さも重要
となる。
6.

まとめ
展示品の寄贈など地域住民の参加が実現している

イアウトで分類すると［a］拠点型展示プラン、［b］
周回型展示プラン、［c］動線型展示プランの 3 つに

点に学校博物館のひとつの意義がある。また、学校

分類できた。

博物館は学校教育に果たす役割が大きい一方で、地

［a］では展示品を展示室の片側又は四隅に配置し

域開放をするには学校の安全・防犯面への配慮や運

ているため、人が集まれるスペースを確保できる。

営人数が少ないなどの様々な課題が生じる。また、

教室 1 室分相当の広さを持つ学校博物館に多く、学

学校施設外で活動する学校博物館の形態は、地域と

芸員などの専門家による指導が入っている場合が多

の密接な関係のもと活動できる点や、資料の学校か

い。［b］では、展示室中央に大きく設けた展示空間

ら地域への分散による博物館活動の点からひとつの

と、その周りで展示を行っている。その為一度に多

有効な形態であると考えられる。

くの人を収容できない。バックヤードが無い学校博

最後に本研究を進めるにあたりヒアリング調査では、横浜市歴
史博物館学芸員の羽毛田様並びに各学校博物館運営者の方々そ
れぞれにご協力頂いたことを心より感謝申し上げます。

物館が多く収集した資料の大半を展示しているため
情報量が多い。［c］は、教室 2 室分相当の十分な広
さの展示室とバックヤードを持つ学校博物館で成立

参考文献
1.

すると考えられる。
5.2

展示品の種類・保管面の学校博物館の考察

歴史民俗系資料は 1 つ 1 つが大きい為、限られた
スペースでのレイアウトが重要となる。また、資料

2.
3.

を自由に触ることができる等体験学習を通して活用
されることが多く、そのための空間も必要とされる。

吉川敬子，横山俊裕，“学校・地域の連携に向けての余
裕教室の地域交流室への転用に関する研究,” 日本建
築学会大会学術梗概集，東北，第 2009，pp.579-580，
2009-07.
地方史研究協議会（2019）『学校資料の未来－地域資料
としての保存と活用－』岩田書院.
日本博物館協会（2019）「博物館研究－特集『学校所蔵
標本のこれまでとこれから』」pp.18-21,第 54 巻,第 12
号.

(1)

横浜市が実施する、小・中学校の空き教室などの施設を活用
した、誰でも無料で利用できる地域活動の拠点施設のこと。
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旧療養所建築の博物館的活用に関する研究
ー茅ヶ崎市 南湖院を事例としてー

1663144
指導教員

1.

研究背景・目的
歴史的建造物を、博物館施設等に利用し建築を公

開する事例は多くある。建築保存に加えて地域の愛
着を深め、地域の魅力を発信していくことにもつな
がる。その土地に建築されたという意味も含め、そ
の地域の特徴や文化を示す都市資源であると考える。

寄贈され、展示機能を含む利活用を検討されている。
本研究では歴史的建造物の活用事例の中から、病

表1


活用形態分類（n=53）
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[継続型]は、病院の歴史を語る存在として公開す

るための可能性を検討することを目的とする。

るか、診療所としてそのまま建築を利用しているも

2.

のが多い。中には在宅復帰のためのリハビリテーシ

研究方法

⑴先行事例調査：参考資料やインターネットから国

ョン室として使われたものもあった。[転用型]は住

内の旧病院・療養所建築の事例 53 件を収集し、文献

宅から商業施設、その他公共施設であった時代もあ

調査及び施設管理者へのヒアリング調査を通じて、

るなど種類は幅広い。

建築の基礎的なデータ、展示形態等について調査し、

3.２

活用手法による分析を試みた。
⑵旧南湖院建築活用調査：運営母体をそのままに、

建築活用形態から見る展示テーマ

事例から展示ブースを設けているものを取り上げ、
建築活用形態ごとの関係性を見た。（表２・図１）

現在までに老人ホーム「太陽の郷」へ転身しながら

どのタイプも図面や建築的特徴を解説し、合わせ

使われてきた旧南湖院建築の活用変遷を文献・ヒア

て時代背景と当時の地域の様子が紹介されている。

リング調査を元にまとめた。

医学に関するテーマは診療風景、実際に使用された

3.

旧病院・療養所建築の先行事例から

医療機器などの展示や、薬棚を店舗で再利用するな

3.1

建築活用形態での類型化

ど旧病院・療養所建築ならではの展示内容だった。

対象事例は「活用形態」によって大きく以下の通
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藤岡泰寛准教授



院・療養所建築がどのような手法で現代に保存され、
活用されているかを整理し、旧南湖院を博物館化す

美紗

ⅰ[博物館機能]：建築自体が資料であり、資料展示な
ど記念館としての役割も果たすもの。
ⅱ[複合的機能]：博物館機能タイプと地域交流機能
タイプの中間と言え、普段は資料公開のみだがイベ
ント時等に室利用ができるものが多い。
ⅲ[地域交流機能]：博物館機能以外の積極的な転用
が行われ、普段から市民団体や地元住民などの活動
拠点になっている。

その一つとして神奈川県茅ヶ崎市に「旧結核療養
所南湖院（以下旧南湖院）第一病舎」が現存し市に

大原一興教授

松田

建築活用形態と展示テーマに相関が見られ、地域

りに分類できる。

資料が展示される例は[地域交流機能]タイプに多く、

Ⅰ[継続型]：医療福祉関係の管理主体が病院運営を
しながら、建築を利用している。
Ⅱ[公開型]：建築空間の全てまたは一部を公開する
方法。パネル等による解説が豊富である。
Ⅲ[転用型]：他の機能として転用されてきたもの。資
料展示よりも室利用がメインである。

「郷土資料館」となっている事例がいくつかある。
3.3

先行事例から見た旧南湖院

旧南湖院に准じた旧結核療養所建築の活用事例は
３件にとどまる。これらは市民による室利用や、郷

さらにそれぞれ利用形態を単なる資料公開の役割

土資料館と連携する等、地域全体での活用の展開が

から、菅理運営側や市民団体の活動によって身近な

伺えた。神奈川県湘南地域は療養地としても注目さ

ものに感じられるような地域交流の役割まで以下の

れ、かつて 12 の結核療養所が開設されたが当時の姿

様に 3 つに分類した。（表１）

を残すものは旧南湖院の他にない。

表２
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旧南湖院建築をめぐる活用
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表３

展示テーマ別分類（n=34）

旧南湖院概要

最盛期は敷地面積約 5 万坪を数え、優れた療養環

5.

まとめ
旧南湖院第一病舎活用の可能性について考察した。

（１）[公開型]活用の場合：旧南湖院は縁のある文人
などが多く、地域発展に貢献してきたことなど、展
示テーマは幅広く持つが、加えて明治〜大正期の湘
南地域の療養所群の紹介など、取り扱う地域を広げ
ていくべきである。この場合、市内の文化施設と連
携してつながりのある展示にするべきである。

境を整えたため「東洋一のサナトリウム」と謳われ

（２）[転用型] 活用の場合：運営母体により様々に

た。閉院後、駐屯所（米軍接収時）、海水浴客のため

利用されたことを背景に、滞在空間としての活用も

のキャンプ地を経て、現在の有料老人ホームとして

ある。①建築公開後も一部を福祉施設（認知症治療

運営に至る。宅地開発等による敷地収縮で数多く建

等）として利用することも考えられる。古民家を自

築が解体されてきた中、旧南湖院敷地の中心部、本

然分娩のためのトレーニング施設に利用する先行事

館周辺に位置する旧南湖院の建築群（第一病舎、院

例など、医療場面においても活用の可能性は見込め

長室棟、医局）は管理主体により保存活用されてき

るのではないか。②旧南湖院の活用は周辺地域の市

た。現在は敷地の一部を公開している。

民団体からの関心も高く、活動の幅が広がることに

４.２

意欲的である。市民に開かれた多目的室を設け、研

旧南湖院活用

キャンプ地の時は一部建物が海の家として使われた。

究活動の場とすることが考えられる。定点ガイドの

（1）第一病舎(1899 年築)

居室や、定期的に開かれる企画展開催の場としての

病室から老人ホーム建設時の工事宿舎、独身寮、宿

利用、周辺地域の小・中学生に向けた講座の新たな

泊施設など住宅として転用されてきた。また、貸し

開催場所となりうる。このように、エコミュージア

倉庫として利用されていた時期がある。

ム活動におけるひとつの拠点としても機能するので

（2）院長室棟(1926 年築)

はないか。

執務室として利用された後、現在は老人ホーム内の

いずれの方向性でも、他の施設機能と連携共有を

サークル活動室や、冠婚葬祭の祭場などコミュニテ

図り、更なる地域展開に結びつくための一施設とし

ィスペースとして開放されている。

て活用していくと良いだろう。

（3）医局(1930 年築)
老人ホームのプール施設が敷地縮小により移転した
際、プールの事務棟・付属施設として転用された。
これらの建築はかつて渡り廊下等でつながれてい
たが現在は無くなり、それぞれでの建築の利用が行
われていた。幾度の改築を経て、室面積を広げ設備
を充実させるなど居住空間が整えられるも、大きな
間取り変更は行われておらず、外観も創建当時の様
子を遺したまま活用されていた。（表３）

図1

類型化のパターン

[謝 辞 ] 本 研 究 に あ た り 調 査 に ご 協 力 い た だ き ま し た 一 般 社 団 法 人 南 湖 荘
様、各施設の方々、また、茅ヶ崎市、市民団体関係者の方々に深く御礼申
し上げます。
参考文献
⑴茅ヶ崎市「旧南湖院第一病舎等利活用基本方針」(2018 年)
⑵岩崎美紗 大原一興 藤岡泰寛「歴史的建造物活用による博物館施設の地域
との関わりに関する研究−関東地方における実態と藤野町郷土資料館ふじやの
活動の考察−」（日本建築学会大会学術講演梗概集 pp33-36 2008 年 9 月）
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若者ホームステイ民泊が受け入れ高齢家庭にもたらす影響と持続可能性に関する研究
－陸前高田市広田町の民泊事業を例にして－

1663163
指導教員

響

藤岡泰寛准教授

より質の高い調整を行うことのできる一つの理由と

１-１.研究背景・目的
わが国では、高齢者単独世帯数も増加傾向にあり、

なっている。広田町内の受け入れ家庭への調整は「特

地方の一軒家では大きな家に高齢者一人という状況

定非営利活動法人ＳＥＴ」
（以下 SET）が行っており、

も珍しくない。一方で、高齢期においても、人と繋

受け入れが盛んになる春や秋以外の時期でも SET が

がることでの生きがい創出は非常に重要である。本

関わり、受け入れ家庭との調整を行なっている。

研究では、生きがいの創出や見守りなどにつながる

２-３ 受け入れの流れ

ホームシェアや民泊などの手法に着目する。陸前高

1 つの家庭につき３〜５人の中学生や高校生を受

田市広田で継続して行われているホームステイ民泊

け入れ、一泊か二泊して、受け入れ高齢世帯と生活

を取り上げ、増加傾向にあるこの広田民泊において、

をともにする。市内までの送り迎えを受け入れ側が

①受け入れ高齢世帯への影響、②受け入れの成立条

車で片道 25〜30 分ほどかけて行う。

件、③民泊事業が持続可能となる条件

２-４.広田町内の民泊の受け入れ人数の拡大

この三つを

明らかにすることを目的とする。
１- ２.研究の方法
本研究では、①受け入れ高齢世帯へのヒアリング

2016 年から始まった受け入れは、年を追うごとに
受け入れ人数が拡大していて、2019 年での受け入れ
家庭は 64 世帯であり、広田町の全 1059 世帯の約６

調査と間取り図採取②受け入れ中途断念家庭に対す

パーセントである。

る電話ヒアリング調査③民泊の中間支援を担う団体

３-１.ヒアリング項目ごとによる分析

へのヒアリングの三つの調査を実施した。

ホームステイ民泊を受け入れている家庭はおよそ

１-３.研究対象地概要：陸前高田市広田町

50 代から 70 代後半であり、生活スタイルも様々で

陸前高田市広田町は、岩手県の最南東に位置し、

ある。春と秋の受け入れが頻繁になる期間になると、

世帯数は 1059 世帯、人口は 3033 人、う ち 65 歳以上

仕事を休むなど生活スタイルを一定期間のみ変える

は 39.7%と高い。人口も年々減少している。就業者

人もいる（表１）。

数が多い産業は、建設業と漁業である。また、市内

また、ホームステイ民泊に至るきっかけや、中高

の漁業就業者数のうち、53%が広田町内に住む就業

生との生活のルール、地理的条件などを調べたとこ

者である。交通の便が悪く、住民の主な交通手段は

ろどの家庭も大きな差はなかった。一方で目的やホ

車である。

ームステイ民泊時に受ける支援、人付き合いの変化

２-１.用語の定義

などの項目には各家庭でばらつきがあった。特に、

民泊とは、一般に住宅の全部又は、一部を活用し

続ける目的として、70 代では若者との交流を通した

て宿泊するサービスを提供するサービスを指すが本

生きがいの創出という答えが多く見られ、比較的若

研究では、民泊の中でも主に、宿泊者とその家の住

い世代では、地域との繋がりや価値観の変化など

民が共同生活を行うものをホームステイ民泊と定義

様々であることがわかった。間取りや部屋の使い方

する。

に関する項目については、共通する点などが確認さ

２-２.民泊に関わる組織

れた。

広田町におけるホームステイ民泊の運営には主に
４つの主体が関わっており、この体制があることが

36

大原一興教授

山本

これをもとに受け入れ家庭への影響と受け入れの
成立条件をそれぞれ表２、表３にまとめる。

表 1

ヒアリング比較分析

列1
年齢＋
⽣活スタ
イル※1
（Ⅰ,Ⅱ,
Ⅲ）
⽬的

⼈付き合
いの変化
※2
⽀援
トイレ
離れ
空き部屋
パブリッ
クスペー
ス

A(継続)

B(継続)

C(継続)

D(継続)

E(継続)

F(断念)

G(断念)

60 代前半
＋
Ⅰ

60 代前半
＋
Ⅲ

70 代後半
＋
Ⅱ

70 代前半
＋
Ⅲ

70 代後半
＋
Ⅲ

70 代前半
＋
Ⅲ

50 代前半
＋
Ⅰ

年齢には幅があり、比
較的若い世代は生活ス
タイルがⅠ、70 代にな
るとⅢに

d(達成感)
a(繋がり
のため)

f(価値観の
変化)
c(経験を伝
える)

b(生きが
い)

b

b

c(誰かのた
めに)

c

70 代では生きがい、比
較的若い世帯では目的
が様々である

③

③

①

①

②

①

①

新たな関係の創出＋
質的な変化が見られる

×

×

○
(近隣から)
１つ

×

１つ

○
(SET から)
１つ

×

１つ
有(民泊時
使用)

無

○
(SET から)
男女１つず
つ
有(民泊時
使用)

無

無

３部屋

２部屋
居間

２部屋
居間

１部屋
居間

２部屋
居間＋
縁側

SET からの支援または
近隣住民からの手伝い
トイレの使い分けが必
要との声が出る
離れによって空間的距
離と心理的距離を取れ
る
どの家庭も１部屋以上

仮設キッチ
ン又は離れ

男女１つず
つ(各階)
無

２部屋
居間

全ての家庭で日常的に
人を家に招く、

※1 Ⅰ：定期的な仕事があり生活の中心は家と職場である、Ⅱ：季節によって仕事がない時とある時とない時がある、Ⅲ：生活
の中心が家とその周辺であり家事や畑仕事や漁を行う
※2 交流①：挨拶や立ち話程度の付き合い、交流②：個人間の付き合い、交流③：複数人で付き合う

４.結論
表 2

受け入れ家庭への影響

このホームステイ民泊は、受け入れ高齢世帯にと
って心理的な効果や、交流関係の変化をもたらすこ

心理的変化

交流関係の変化

・生きがい創出 ・自己有用感の創出

とが明らかになった。また、成立条件としては建築

・愛着の形成

的・地理的条件や中間支援の存在が挙げられる。持

地域との繋がりや関わる機会の創出

続可能的なあり方として、受け入れ継続のための支
援策が必要と考えられる。

表 3

受け入れの成立条件

建築的条件

・家の大きさや距離感（部屋や離れ）
・トイレの個数

土地的条件

・お茶っこの文化

中間支援の存在

・一人一人に合わせた支援

民泊に対する目的

・地域と繋がれる機会を作ること

また受け入れ世帯同士が目的を共有し、情報交換
を行う機会や体験の共有も重要である。民泊と異世
代ホームシェアの中間とも言うべきホームステイ民
泊ならではの可能性や課題に着目することで、さら
なる展開につながるのではないかと考える。
――――――――――――――――――――――
【謝辞】

３-２.継続家庭と断念家庭の比較分析
ホームステイ民泊への継続意思はあるが、高齢化
に伴う運転の不安や近隣住民からの理解を得られな
い場合や、そもそも目的や意義が見出せないため継
続を断念するという場合と、中途断念家庭の中でも
様々な理由があることが明らかになった。この中に
は、適切な支援によって、受け入れ継続が可能とな
る場合もあると考えられる。

本研究を進めるにあたり、ヒアリング調査、間取
り図採取調査にご協力いただいた広田町の住民の皆
様、SET の皆様、厚く御礼申しあげます。
【参考文献】
1.震災被災地における民泊事業がまちづくりに与え
る影響-岩手県陸前高田市広田町を事例として丸山洋人
2.陸前高田市

平成 27 年度国勢調査

総務省統計局
3.陸前高田市民泊受け入れマニュアル 2019 年度
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建築物保存からみたエコミュージアム展開の可能性に関する考察
－行政と市民の連携に着目して－

18RA123
指導教員

１．研究の背景・目的
近年、
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関

大原一興教授

照沼 翔大
藤岡泰寛准教授

3．面的な建築物保存制度と EM の共存
■萩市と「萩まちじゅう博物館」概要

する法律」や「歴史文化基本構想」といった地域の文

堀内地区と浜崎地区、平安古地区、佐々並市地区の

化的資源を包括的にマネジメントするための法制度や

4 か所の重伝建を有しており、そのうちの堀内地区と

理念が誕生し、文化財を地域の中で総合的にとらえ、

浜崎地区、平安古地区を対象に 2004 年から EM 活動で

保存・継承を図りつつ、積極的に観光や景観づくりに

ある「萩まちじゅう博物館」が実施されている。実施

活用する行政主導の「歴史文化まちづくり」とも呼べ

にあたって、市民側では「NPO 萩まちじゅう博物館」
、

る運動が展開しつつある。一方で、地域社会が主体と

行政側としては文化財課、都市計画課、世界遺産推進

なって文化遺産を生かしたまちづくりを展開する手法

課を含んだ「まちじゅう博物館推進部」が中心となっ

としてエコミュージアム（以下、EM）の考え方が注目

て運営を行っている。また萩市内にある萩博物館をコ

されている。EM の理念の下で、地域住民が地域の文化

ア施設として行政と NPO 萩まちじゅう博物館の協働で

や歴史を掘り起こし、地域アイデンティティの再認識

運営されている。

とその普及への活動を行うというものだ。建築物の保
存・活用においても単体ではなく地域の文化、環境、
歴史など地域文脈との関連性を持たせた地域住民によ
る保存・活用の可能性が EM にはあると考えられる。
そこで本研究は、①面的な建築物保存制度と EM の関
わりの実態、②三浦半島内の市民活動団体の保全意識、

図 1 萩市における行政と市民活動団体の連携

■地域遺産の再発見とデータベース化

③建築物保存における行政と市民活動団体の連携の実

「萩まちじゅう博物館」では地域遺産の保存活用に

態、を明らかにしたうえで建築物保存のための実際の

おいて「支えるシステム」と「展開するシステム」の

行政と市民活動団体の連携の在り方と建築物保存にお

二つのシステムによって成立している。
「支えるシステ

ける EM の可能性について考察する。

ム」では、対象とする文化遺産そのものを管理（発見・

２．研究の方法

登録・保存・保全・監視・創造）するというものであ

本研究では、まず行政と市民活動団体の建築物保存

る。
「展開するシステム」では支えるシステムで管理さ

活動における連携の形を把握するために、面的な建築

れる文化遺産の具体的な保存活用を実行するためのシ

物保存制度である重要伝統的建造物群保存地区（以下、

ステムである。主に支えるシステムを市民活動団体と

重伝建）において EM 活動が活発に行われている萩市の

住民が、実際の運用（展開するシステム）を行政が実

実態を考察した。次に三浦半島内の市民活動団体の保

行するという形になっている。

全維持活動への意識を把握するために過去のアンケー

■行政と市民活動団体の連携

1)

ト の再集計を行った。さらに EM 活動に取り組み保存

行政側では条例の制定と文化遺産活用のための行政

活動にも取り組む市民活動団体に対しヒアリング調査

改革、さらに博物館との積極的な協力体制の構築、市

を実施して考察した。

民側では萩まちじゅう博物館の中心的な運営を担う

Study on the practices of ecomuseums concluding the preservation of building -Collaboration between local government and citizens-

Shota TERUNUMA（Supervisor：Kazuoki OHARA, Yasuhiro FUJIOKA）
Keywords：Ecomuseums，Preservation of building，Collaboration，local government，Citizens
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NPO 萩まちじゅう博物館の設立と、文化遺産のデータ
ベース化と活用へのシステムの構築の両者の取り組み
によって、地域遺産保護・活用の基盤が確立されてい
る。また萩博物館との連携が構築されていることから、
建築物だけではなく歴史、自然、文化など活動団体の
対象物の幅も広がり、それらをつなぎ合わせた連続的
な地域文脈の再認識が可能となっている。
4．市民活動団体の保全維持活動に対する意識
■回答団体の属性

■活動分野・内容による違い

図 5 設立のきっかけ

活動分野において関心ありグループで最も多かった
のは「海・河川・自然環境保護」の項目であり、次に

三浦半島内の回答団体は 171 件であり、そのうち保

多かったのは「まちづくり」の項目であった［図 6］
。

全維持活動に関心のある団体は 31 団体であった。本論

また「公園整備・運営」
「美化清掃」といった周辺環境

では団体を系統ごとに分類し分析を行った。保全維持

の整備活動においては、行政からの委託を受けて活動

活動に関心のある団体の内訳としては環境系の団体が

をしている団体が多かった。活動内容においては全て

最も多く、次いで歴史＋環境系の団体であった［図 2］
。

の項目で関心なしグループの値を超えており、
特に
「調
査研究」
、
「普及活動」の項目において大きな差がみら
れた［図 7］
。

図 2 調査団体分類

4－1．保全維持活動への関心の要因
■EM の認知度と関心度
いずれにおいても保全維持活動に関心のある団体が
上回っているが、EM を「よく知っている」と答えた割
合はどちらのグループにおいても低く EM の普及活動
に課題があることが分かった［図 3，4］
。

図 6 活動分野

図 7 活動内容

4－2．保全維持活動に関心を持つ団体の特色と分類
保全維持活動に関心のある団体の特色を抽出するた
めに、関心のある 31 団体に対し活動内容においてクラ
。
スター分析 2）を試みた［図 8］

図 3 EM 認知度

図 4 EM への関心度

■設立のきっかけによる違い
保全維持活動に関心のある団体の約 3 割が「行政か
らの呼びかけ」
により設立をしており、
「生涯学習講座」
においても関心なしグループの値を上回っている。関
心のある団体の中には行政と協働、または委託という
形で活動を行っている団体がみられた［図 5］
。

図 8 クラスター結果
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■活動分野・内容による特色と分類
クラスター1 においては、美化整備などに関心のあ
る団体が多く、学習会や自然観察会といった普及活動
にもわずかであるが取り組んでいることが分かる。こ
のことからクラスター1 は、周辺環境の保全に取り組

図 10 調査研究

図 11 収集活動

図 12 記録出版

図 13 普及活動

図 14 展示案内

図 15 外部との関わり

む団体が多いことが分かる。クラスター2 では、全て
の団体が自然環境保全に取り組んでいることが認めら
れる。一方で教育やまちづくりも主な活動分野として
おり、自然環境保全に取り組みつつも調査や普及活動
にも取り組む団体の集まりである。クラスター3 では、
行政による呼びかけで設立された団体が多く、まちづ
くりを中心に歴史・文化や自然環境保護など広い視点
で幅広い活動を展開している団体が多いことが分かる。
また展示活動や組織の運営に力を入れていることが分
かる。これらのことから、行政との接点を持ちまちづ

5．EM 活動における建築物保存

くりに対し多面的に取り組む団体である。クラスター

■保存活動のきっかけと位置づけ

4 では、緑地保全やまちづくりの項目に対し半数の団

［表 1］はエコミュージアム活動団体の建築物保存・

体が該当している。歴史・文化に対しても少数ではあ

普及活動への取り組みについて各団体のヒアリング調

るが該当している。一方で自然に関する調査や自然観

査からまとめたものである。保存活動のきっかけでは

察会の実施など自然保全への関心を持っていることが

Case1 や Case2 のように個人所有者との直接やり取り

うかがえる。これらのことからクラスター4 は、自然

があったものや、Case5 のように所有者が市や国であ

環境保全に特化した団体である［図 9～15］
。

る場合、Case3 の補助金受託を契機に対象物を活用し
たまちづくりを行政と共に行い始めた場合もあった。
これらの事例において各団体は地域資源の再発見やそ
の活用を目指した活動を行っており、対象となる建築
物だけではなく、その周辺の地域資源や環境の保全に
も取り組んでいる。そのことから行政から団体の主体
的な活動に対する信頼がその後の活動への協力を得る

図 9 各クラスターの活動分野

ことに至った事例（Case1,Case3）も確認された。

表 1 EM 活動における保存・普及活動
Case1:若命家⻑屋⾨
市⺠活動団体

保存経緯

おおくすエコミュージアムの会

Case2:⼩⾕家住宅
NPO安房⽂化遺産フォーラム

Case3:浦賀ドック
浦賀歴史研究所
浦賀造船所（住友重機械⼯業株式会社浦賀⼯場）が閉鎖

再発⾒を⾏っており若命家⻑屋⾨も地域資源として活動 フォーラムで所有者が地域資源としての活⽤を表明し

されたことに伴い、横須賀市は「浦賀港周辺地区再整備

の対象に組み込まれていた。その際に所有者である若命 た。以前から保存の呼びかけを⾏っており、表明後⼩⾕ 計画・事業化プラン」を策定した。団体の浦賀ドックの
家が保存をするのか取り壊しをするのかで悩んでいた。 家住宅の保全・管理のための募⾦活動と地域における学 活⽤と普及活動⾃体は2010年の「住まい・まちづくり
それに対し会としては保存を呼びかけ保存・普及活動に 習活動を⽬的とした「⻘⽊繁《海の幸》誕⽣の家と記念 担い⼿⽀援事業」の補助⾦受託を契機に、⾏政との協働
つながった。

碑を保存する会」を設⽴した。
市⺠活動団体⇄所有者

所有者→市⺠活動団体

市・市⺠活動団体→所有者

所有

個⼈

個⼈

法⼈

⽣涯学習課

教育委員会

⾏政との接点

会のエコミュージアム活動を認知

⽂化庁への推薦や⾮課税控除など

4者協議会の設⽴
⼩⾕家の管理・運営のための要望
・⻘⽊繁《海の幸》誕⽣の家と
他団体との接点

記念碑を保存する会
・NPO法⼈⻘⽊繁「海の幸」会
若命家にまつわる歴史調査

活動内容

イベント等の実施による普及活動
募⾦活動
修復活動に参加

活動時期

市街地整備推進課
浦賀ドックを活⽤したまちづくりの計画
所有者に対する活動場所賃料の⽀払い

猿島は2015年に「東京湾要塞跡（猿島砲台跡）」と
して国重要⽂化財に指定されている。会の設⽴は2010

2000年から2007年にかけて⾏われた東京湾からの第三
海堡の撤去⼯事後、第三海堡遺構の廃棄の話が上がっ

年であり、猿島が⽂化財指定を受ける前からガイド活動 た。また撤去⼯事後、遺構展⽰場所の借地料の⽀払いに
をメインとして⾏ってきたまたモニタリング活動や樹⽊ 関する課題も発⽣していた。⼀⽅で地域住⺠からは保存
の伐採・植栽、管理にも同⾏し環境保全に努めている。 への要望の声があり活動を開始。
市（⽣涯学習講座）
横須賀市
公園管理課
⾃然環境共⽣課
会の⽴ち上げ
研修の実施
助⾔・要望

地域住⺠→団体理事⻑
横須賀市
公園管理課
市と管理協定を締結
（⽇常的な管理を団体が担当）
・おっぱまはっけん倶楽部
・商盛会

・横須賀開国史研究会

・追浜観光協会
・リサイクルプラザ

普及活動

保存の呼びかけ

ガイド活動

⾏政への働きかけ

資料収集

⾏政と共にモニタリング活動や樹⽊の伐採・管理

管理

⾏政を交えた4者協議会の設⽴

普及活動

営業

ガイド活動

会設⽴から

移設前から移設後（継続）

〇

〇

修復前から修復後（継続）

保存前から保存後（継続）

保存前

調査研究

〇

〇

〇

〇

保存の呼びかけ

〇

△

△

展⽰出版

〇

〇

〇

教育普及

〇

〇

〇

管理

Case5:第三海堡
NPO法⼈アクションおっぱま

・浦賀ドックを愛する会

記録収集
保存修復
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関係が始まった。

活動のきっかけ

⾏政担当課

Case4:猿島
猿島公園専⾨ガイド協会

おおくすエコミュージアムの会設⽴当初、地域資源の 2005年の《海の幸》誕⽣100周年を機に開催された

〇

〇
〇

6．まとめ
①市民活動団体の保全維持活動への関心の要因とし
て、行政からの呼びかけを設立のきっかけとしている
団体の多くが保全維持活動に関心を持つ傾向がある。
活動分野においては系統にとらわれず、まちづくりや
教育など幅広く活動を展開していることが要因として
あげられた。活動内容としては外部に向けた発信の場
の有無が、保全維持活動への関心を左右していること
が分かった。
②保全に関心を持つ団体をグルーピングすると、周
辺環境の保全に取り組む団体と自然環境保全に取り組
みつつも調査や普及活動にも取り組む団体、行政との
接点を持ちまちづくりに対し多面的な活動を展開して
いる団体、自然環境保全に特化した団体の 4 つの団体
像が浮かび上がった。
③EM 活動を行う団体の保存活動では、
「まちづくり」
の視点から建築物単体という点ではなく、その周辺も
巻き込んだ面的な保存に取り組んでいた。行政と市民
活動団体の連携の実態に関しては、行政からは補助金
図 16 各取り組みにおける連携

■建築物保存における行政と市民活動団体の連携
［図 16］は各事例における関係団体と保存活動にお

などの金銭的なサポートやハード面での取り組みが確
認されたが、その後の管理・普及活動など市民活動団
体の負担が多く、将来の活動の継続に影響する可能性

ける取り組み度合いを示したものである。
Case1、
Case2

がある。

においては市民活動団体の働きが大きく、所有者や関

7．考察

係団体との連携が建築物保存に寄与していることが分

現状、EM と建築物保存が結びつく事例は少ない。そ

かる。一方で Case4、Case5 においては所有者が行政で

の要因としては行政と市民活動団体だけに限らず、市

あるため、保存維持においては行政の占める割合が大

民活動団体同士においても活動の対象である地域社会

きい。しかしこれらのケースにおいて市民活動団体は

の目指すべき将来像の共有ができていないことにある

保存後の普及活動や管理に力を入れている。行政と市

と考える。その課題の解決には価値の共有の場が必要

民活動団体の連携が顕著にみられたのは Case3 である

である。建築物保存からみた EM 活動は、理念や考え方

が、他団体をはじめ地域住民を巻き込んだ活動に至れ

としては共通するものがあり実際に実現できている事

ていない。所有者である法人の企業城下町であること

例（萩市）も存在する。行政と市民活動団体の連携に

が起因している。対象物の所有の形態によって保存活

おいてはまず将来の目標像の共有が先決であり、それ

動に関わる団体、行政窓口は異なり活動のアプローチ

を実現するための具体性を持った仕組みづくりが求め

の仕方も大きく異なっている。Case1,Case2 において

られる。

は補助金と実際の修復等におけるハード面でのサポー

1.) 『
「市民活動ネットワークからみたエコミュージアム展開の可能性－三浦半島地域における考察－」2013 年

トが行政の主な責務であった。Case3 においては普及

度 横浜国立大学修士論文 松本彩』で行われたアンケート結果を使用
2.) データ内容は個体分類、距離計算はユークリッド法、合併後の距離計算はウォード法を用いた。
［参考文献］

活動を行う際行政から補助金の支援や普段の活動場所
の提供を受けておりサポートが手厚い。Case4 におい
てはガイド・管理等の活動を行っているが行政からの
サポートはなく、住民主体の活動であった。

1 「萩市における文化資源の発掘と都市遺産概念について 歴史文化まちづくりにおける文化資源マネジメン
トに関する研究（その 1）
」
2010 年 日本建築学会計画系論文集 第 75 巻 第 657 号 pp2615~2624 村上佳代、西山徳明
2 「エコミュージアムへの旅」1999 年 大原一興 著 鹿島出版会
【謝辞】本研究を進めるにあたり、ヒアリング調査に多くの市民活動団体の方々や行政の方にご協力いただきま
した。ここに感謝の意を表し、厚く御礼申し上げます。
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公共図書館における地域資料の活用に関する施設計画の研究
Ө
Ө
ӻԂԡԋӻӽӻӨ Ө Ө 宮城Ө 仁美Ө
指導教員Ө Ө 大原Ө 一興Ө 教授Ө Ө 藤岡Ө 泰寛Ө 准教授Ө
Ө
１．研究の背景と目的

２．公共図書館における地域資料の実状

研究の背景

公共図書館における地域資料の収集

Ө 我が国では、厳しい財政状況が続くなかで、行政サー

図書館法によると、地域資料とは「郷土資料」「地方行

ビスがどのように地域社会に貢献し、運営するべきか問

政資料」とされているが、どのような範囲で選択・収集し、

われている。公共図書館については、ӼӺӺԀ 年に『これか

住民の情報要求に対応できるようにするかは各図書館

らの図書館像―地域を支える情報拠点をめざして』ӻが発

の判断による。形態としては、図書・逐次刊行物・図書以

表され、地域や住民にとって役に立つ図書館としての存

外の印刷資料Ӳチラシ、リーフレット類Ӵ、現物資料、映像・

在意義を確立することが掲げられた。Ө

音声資料など幅広いものがある。Ө

こうした背景から、今日の公共図書館では、地域活動

横浜市の収集基準を例に挙げると、中央図書館では、

と連携した取り組みや、地域資料を活用し日常生活を支

横浜市だけでな

えるサービスが展開されるようになった。Ө

く 、神奈川県全

地域資料の定義

域の資料も収集

「地域資料」という言葉は、地方行政資料をテーマとし

し 、地域図書館

て ӻԃԀӿ 年に開催された全国公共図書館研究集会にお

では、所在区・隣

いて初めて用いられた。Ӽ明確な定義はされなかったが、

接区の地域資料

地域で発生する最新情報群を、歴史や文学を中心とする

を中心に収集す

郷土の概念と区別するために提案された言葉だと考えら

べきとある。Ө

れる。また、上記の概念は、『中小都市における公共図書

昨今の公共図書館における地域資料の活用

ӽ

館の運営』 ӲӻԃԀӽӴでも、レファレンス業務の一環として、

Ө 滋賀県愛荘町Ӳ人口 ӼӺԁԁԂ 人Ӵに所在する愛荘町立

地域の日常生活に関する情報として産業や市政に関す

愛知川図書館の取り組みを紹介する。Ө

ることや、その地方の行事についての事項などを提供す

■ まちづくりを前提とした地域資料の収集

べきと挙げられており、公共図書館での実践に継承され
た。Ө

館内での取り組みとしては、チラシ、リーフレット類を
様々なテーマごとにボックス分けしている。郷土的なテー

その後、『地域資料入門』ӾӲӻԃԃԃӴにおいて、地域資料

マのほかに、各自治会の活動、町内の各企業、生活関連

は、「当該地域を総合的かつ相対的に把握するための資

支援、飲食店のメニューなどが分類され、郷土だけでなく

料群」で、「地域で発生するすべての資料および地域に関

最新の地域を理解するための場となっている。Ө

するすべての資料」であると定義された。Ө

■ 町のこしカード

研究の目的

Ө 身近にある歴史的、文化的、自然的な地域資源を記録

本研究では、公共図書館における地域資料の収集状

し、目録として残す取り組みだ。地域資源の発見情報に

況と資料提供空間の現状を分析することで、公共図書館

ついて、時間、場所、形状、数量など、正確なの事実の記

における地域資料活用を考慮した施設計画の指針を得

録をすることで、事実に基づいた情報収集となるように配

ることを目的とする。Ө

慮されている。Ө

1

Study on regional information and resources in the planning of public libraries
Hitomi MIYAGI (Supervisor: Prof. Kazuoki OHARA, Assoc Prof. Yasuhiro FUJIOKA)
3
KeyWords public libraries, regional information, planning,
4
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図 公共図書館・市民・地域資料の関係

３．横浜市の地域図書館における取り組み実態

表 ӻ より、開架地域資料数が最も多い Ի 館では、積極

調査概要

的な地域資料制作の取り組みが見られた。Ի 館では、地

Ө 本研究では、住民の身近にあり、その地域に適した図

域資源の魅力を発掘する取り組みの１つとして、ӼӺӻӾ 年

書を備える機能をもつ地域図書館をとりあげる。横浜市

から地域の昔ばなし紙芝居制作を支援しており、現在

内の地域図書館 ӻԁ館を対象とし、全図書館を見学・調査

ӿӺ 作品以上が制作されている。参加メンバーは史跡巡

した。一部の館では担当者に資料収集についてヒアリン

りや図書館の文献によって作品を制作し、その後、学校・

グをした。各館の概要を表 ӻ に示す。なお、図２～６にお

保育園での上演会もおこなっている。図書館による地域

いては、参考のため、後述する先駆的な取り組みの４館

を軸にした取り組みが、市民からの関心を集め、さらに地

ӲԡӶԢӶԣӶԤӴについても図示している。Ө

域資料へのニーズも向上させていると考えられる。Ө

調査結果と考察

■ 地域資料の配置について

■ 所在区人口と地域資料について

各フロアの入り口から地域資料書架までの距離を図 ӽ

図 Ӽ より、所在区人口と図書館延床面積の相関関係は

に示した。調査対象館のうち Ԃ 館では、所在区の地域資

弱いが、図書資料の収容能力を表す地域資料開架書架

料コーナーӲ表２Ӵと、それ以外の地域資料コーナーを分

延長Ӳ＝棚幅×段数Ӵとの相関関係はある。調査対象館の

けて配置していた。所在区の地域資料コーナーは、比較

うち ӻӽ 館が建設後 ӽӺ 年以上経過しているが、書棚を

的手前にあり、通路幅の広い動線沿いや、利用者が日課

増やすなどレイアウトを工夫することで、所在区人口の変

として通う傾向にある雑誌・新聞コーナー近くに配置され

化に対応していると考えられる。Ө

ていた。一方で、それ以外の地域資料については、奥ま

㎡

ｍ

5



った静かな空間にあり、参考図書コーナーや資料閲覧席

4



7

に隣接していた。地域資料の中でも、利用者が日常的に
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図 所在区人口と図書館延床面積・地域資料開架書架延長

■ 地域資料の収集について
一般の出版流通網で入手困難な資料については、主
に、Ӳ１Ӵ直接入手Ӳ２Ӵ訪問入手Ӳ３Ӵ寄贈Ө といった手段が
用いられる。加えて、積極的に地域資料を自館制作して

5
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J
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E
G
D

地域資料
所在区地域資料














OO

図 3Ө 各フロア入口―地域資料書架間距離Ө (延床面積順)

いる館もある。Ө
図書館名 仮称 
N 館
L 館
H 館
P 館
O 館
K 館
J 館
I 館
R 館
M 館
D 館
G 館
E 館
C 館
S 館
F 館
Q 館



所在区人口=人?


















設立年


















施設
図書館市民活動施設
図書館市民活動施設
図書館公会堂
図書館市民活動施設
図書館庁舎
図書館市民活動施設
図書館庁舎
図書館
図書館
図書館福祉支援施設
図書館福祉支援施設
図書館
図書館市民活動施設
図書館保育園
図書館
図書館プール
図書館

延床面積=㎡?


















表 調査対象館概要 蔵書数順

蔵書数=点?


















開架地域資料数=点?
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利用するのか、研究・調査利用なのか、といった想定によ

■ 地域資料の面的情報量について
あらゆる形態の地域資料を分析する指標として、利用

って別々の空間に配置されている。Ө
図書以外の印刷資料や現物資料など、貸出資料以外
の地域資料については、館内に散らばって配置されてい
た。表 ӽ が示すように、開架書架内や図書館出入口付近
が最も多かった。開架書架内では、その図書に関連する
地域資料が書棚脇や内部に配置されており、利用者が興

者にとっての面的な情報量Ӳ＝資料配置場所の幅×高さӴӨ Ө
ｍ
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P

館

内容

配置

L 館

図書、逐次刊行物、図書以外の印刷資料 区内
情報全般チラシ配布、ポスター掲示、新聞記
事の切り抜き掲示 

カウンター前、独立した
部屋

K 館

図書以外の印刷資料 観光・都市計画情報小冊
子、交通情報リーフレット 、逐次刊行物

雑誌・新聞コーナー内

J 館

図書 文学 

一般書書架内

D 館

図書

主動線内

O 館

図書以外の印刷資料 特に、子育て・就労・法
律・福祉系 

カウンター裏

I 館

図書、図書以外の印刷資料 特に健康・福祉系
チラシ配布 

カウンター・エントラン
ス前

G 館

逐次刊行物

雑誌・新聞コーナー内

Q 館

図書以外の印刷資料 区内情報全般チラシ配
布、市民サークル募集ポスター掲示 

エントランス横

よりも、相関関係が強い。このことから、様々な形態の地

R 館

図書、逐次刊行物、図書以外の印刷資料 区内
情報全般チラシ配布 

主動線内

域資料を面的に配置することで、図書資料の蔵書だけで



O









 
ｍ

図 地域資料の面的情報量 蔵書数順 

 






千人

図所在区人口―地域資料の面的情報量

を算出する。ここでは、書架の高さは一定であると仮定し、
図面から幅を計測したӲ図 ӾӴ。所在区人口との相関関係

表 所在区の地域資料コーナーについて 内容と配置 蔵書数順



を図 ӿ で示すと、図 Ӽ 所在区人口―地域資料書架延長

は補えない情報量を提供することができる。Ө
４．先駆的な施設計画の公共図書館

複合施
設
〇

館

配置数

開架

出入口

その他

N 館







 トイレ前 

L 館









〇

H 館







 '8・階段前 

〇

P 館



 トイレ前 

〇








O 館



 レファレンスカウンター裏 

〇

K 館









〇

J 館







 カウンター前 、 展示室内 

〇

I 館







 '8 前 




R 館







 トイレ前 

M 館









〇

D 館







 トイレ前 

〇

G 館







 階段・'8 前 

E 館









〇

C 館







 '8 前 

〇





S 館







 階段・'8 前 

F 館









〇

Q 館











表  地域資料の配置数と配置 蔵書数順



 運営、空間面での対応により地域資料が活用されてい
る図書館を紹介する。各館の概要を表４に示す。Ө
荒川区立中央図書館 ゆいの森あらかわ
■ 【空間的対応】多様な開架空間設計型
Ӽ つの吹き抜けを中心とした広場的な賑わい空間と、
その周囲を囲むサロン・書斎的な静寂空間が隣合わせに
存在している。Ӳ図６ӴӨ
地域資料は、その内容によって利用シーンや配置すべ
き空間が異なる。しかし、配置を分けると、関連資料まで
もが離れてしまい検索性が落ちる。そこで、地域資料は、
質の異なる Ӽ つの空間をまたがるように配置されている。Ө

味のあるテーマと地域内の情報を結び付けることができ

また、複合施設の文学館が開架フロアと連続して複合

る。一方で、地域情報を目的としたときには、資料の場所

されており、隣り合う書架には関連資料が配架されてい

が分散しているため検索性が落ちる。また、出入口や階

る。

段・ԏԥ 前では、利用者の通行量は多く視認性は高いも
のの、狭い空間のため立ち止まりづらい。Ө
複合施設の場合は、共有の出入口付近に地域資料が
多く配置されていた。エントランスホールとしてベンチや
カフェ・飲食スペースが設置され、ささやかな滞在空間と
なっている施設もあり、気兼ねなく地域資料を閲覧する
ことができる。情報の中身に関しても、両施設に集まる情
報を幅広く発信することができる。Ө
Ө
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図荒川区立中央図書館 ゆいの森あらかわ



北区立中央図書館

５．まとめと考察

■ 【運営的対応】専門職員配置型Ө

地域図書館では、様々な形態の地域資料を面的に配

地域資料専門の部屋それぞれに担当員のカウンター

置することで、所在区の規模に合わせた資料提供をして

が設置されている。「北区の部屋」ではカウンターで自館

いることが明らかになった。具体的には、主にӲӻӴ地域資

制作の地域資料販売をおこなっている。また、カウンター

料を分類し新たなコーナーを設置ӲӼӴ開架書架内の関連

奥に研究員のための作業室と貴重書庫が併設している

する図書資料の側に配置ӲӽӴ出入り口や階段・ԏԥ 室な

ため、資料の制作やレファレンスに応えやすい環境となっ

ど動線空間に配置、の ӽ 種類があった。Ө

ている。また、「郷土人・ドナルド・キーンの部屋」では、併

先駆的な図書館では、空間・運営面での工夫により、

設のカウンターで受付をすると、キーン氏や著名作家の

地域資料の積極的な活用がみられた。特に、武蔵野プレ

書き込みもある貴重書を自由に閲覧できる。Ө

イスや都城市立中央図書館では、機能を複合し、コンセ

公共図書館で所蔵している貴重資料は展示のみの公
開となる傾向があるが、職員配置による資料の管理によ

プトを共有することで、地域資料の活用シーンを拡大で
きることが明らかになった。Ӳ図 ԁӴӨ

って、活用できる資料となる。Ө

本研究で対象とした地域図書館のうち、ӻӽ 館は設立

武蔵野市立ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイス

後 ӽӺ 年以上が経過しており、多様化する地域資料のニ

■ 【運営的対応】複合機能・管理一括型

ーズへ応えるためには空間の質や規模が不足していた。

図書館に加えて、生涯学習支援・市民活動支援・青少

今後の施設

年活動支援の Ӿ つの機能が複合し一括で管理されてい

計画におい

る。管理が分かれていた従来の複合施設とは異なり、図

ては、様々な

書館の収集範囲外となるような地域の情報や各機能に

利用シーンに

集まる資料も適切な空間に配置することができる。市民

応える空間、

活動フロアを拠点としているまちづくり系市民活動団体

図書以外の

は ӽӽ あり、別のフロアにある図書館所蔵の地域資料も

資料を配置

図先駆的な施設計画の公共図書館

自由に持ち込むことができる。Ө

する空間、資

図施設計画の提案

都城市立中央図書館

料制作を支

■ 【空間的対応】地元経営店舗複合型

援する空間

併設のカフェショップでは、地元食材を利用した質の

が必要だと

高いメニューの提供、地元で作られた工芸品や雑貨の販

考えられる。

売が展開されている。チェーン系のカフェ誘致とは異なり、

Ӳ図 ԂӴ Ө

全ての利益が地域に還元される。公共施設である図書館

Ө

では扱うことのできない、個人の利益活動に関わる生業・
産業も、「現在、地域で発生するもの」として「生きる地域
資料」といえる。Ө
Ө

図地域資料に関する施設計画
Ԫ参考文献］Ө
ԪӻԬӨ これからの図書館の在り方検討協力者会議ӲӼӺӺԀӴӶ 『これからの図書館像―地
域を支える情報拠点をめざして』Ө ԪӼԬ三多摩郷土資料研究会編ӲӻԃԃԃӴ『地域資料入
門』日本図書館協会ӶՄӽӼӨ ԪӽԬ日本図書館協会ӲӻԃԀӽӴӶ 『中小都市における公共図書
館の運営』ԪӾԬ三多摩郷土資料研究会編ӲӻԃԃԃӴ『地域資料入門』日本図書館協会Ө

施設

延床面
積=㎡?

蔵書数
=点?

地域資料
蔵書数
=点?

佐藤総合計画

中央図書館







中央図書館、吉村昭
記念文学館、
子ども広場









図書館名

所在地

所在区人口
=人?

設立
年

設計

4 館

北区立中央図書館

北区十条台






5 館

荒川区立中央図書館
ゆいの森あらかわ

荒川区荒川






梓設計

6 館

都城市立中央図書館

都城市中町






アイダ
アトリエ

中央図書館







7 館

武蔵野市立ひと・ま
ち・情報創造館武蔵野
プレイス

MY JI
CTEJKVGEVU

図書館、生涯学習支
援、市民活動支援、
青少年活動支援







武蔵野市境南
町 





表 調査対象館概要 蔵書数順
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医療的ケアが必要な子どもとその家族の在宅生活環境に関する研究

18RA110

金山

侑以

指導教員

大原一興教授

藤岡泰寛准教授

1．研究の背景と目的

102 部（回収率 52.6％）である。

1-1. 研究の背景

2-2. 子の年齢別でみたアンケート調査結果

日本において人口減少が進む中で障がい児者の数は

医療的ケア児の多くは 12 ～ 13 歳で体重が増加する

増加傾向にある。障がい者はその障害の種類や程度に

傾向にある。体重の増加により介助時の親の負担が増

より個別ニーズは多種多様であり、特に子どものうち

大、また体格の成長により家が手狭に感じ始め、住宅

は成長による体格の変化や障害・病状の進行もある為、

に対する満足度が減少する(図1)。
体重20kgを超えたら、

その環境整備は難しい。重度の障がい児がいる家庭で

が多くの家庭の目安になっており、12 ～ 13 歳頃に住宅

はその家族（主に母親）が日常的な介助を一身に担っ

整備をする家庭が多い ( 図 2)。しかし、整備経験のあ

ており、障がい児の中でも医療的ケアが必要な子ども

る家庭の 65％が住宅に困りごとがあると回答 ( 図 3)、

（以下医療的ケア児）を持つ家族の負担は大きく、365

子の年齢が上がるにつれて住宅に困りごとがあると回

日 24 時間つきっきりで医療的ケアや介助を行っている。

答した割合は増加していることから ( 図 4)、子の成長

現状横浜市内の医療的障がい児者入所施設は常に満床

に伴う在宅生活環境のニーズ変化に住宅整備によって

の状態が続いており、何より家族自身が子どもと自宅
で過ごしたいという希望を持ち在宅生活を選択する場
合があることから、在宅生活環境の整備により地域の
中で医療的ケア児を支える仕組みが求められている。

子の年齢

1-2. 研究の目的と方法

図 1 住宅に対する満足度

本研究では、在宅における医療的ケア児の生活の実
態や抱える課題について把握するとともに、医療的ケ
ア児やその家族が安心して長く住み続けられるための
在宅生活環境の在り方を考察することを目的とする。

子の年齢

このため、特別支援学校の生徒にアンケート調査を行

図 2 住宅整備経験の有無

い、その回答者の中から自宅に訪問しヒアリング調査
を行った。さらに補足的に施設環境についても調査を
行った。
2. アンケート調査からみた在宅生活環境の実態
2-1. 調査概要
横浜市内の特別支援学校（肢体系 6 校）の全生徒 (498
名 ) のうち医療的ケアのある児童生徒 ( 小 1 ～高 3）を

図 3 住宅に対する困りごとの有無
6~12歳/持家(n=25)
6~12歳/賃貸(n=14)
13～18歳/持家(n=34)

対象に医療的ケアが必要な子どもの生活や住まいの状
況把握を目的とした無記名式アンケート調査を実施し
た。調査期間は 2019 年 9 月で、配布数 194 部、回収数

：
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13～18歳/賃貸(n=7)
全体(n=98)

子の年齢

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

図 4 住宅に対する困りごとの有無

80%

90%

100%

対応できていないとわかった。賃貸では特にその変化

ことを目的とし、入所施設 1 件とグループホーム 3

が顕著であった。将来の子の生活について、現在の住

件を対象にヒアリング調査を実施した。

宅で暮らしてほしいと回答した割合が 16 ～ 18 歳で減

3-2. 医療的ケア児の在宅生活環境整備の実態

少していることから、理想としては現在の住宅で子に

医療的ケア児が暮らす住宅において、以下の部分

暮らしてほしいと考えているが、住宅に対する不満度

が整備されることが求められている。

の高さや困りごとがあると答えた割合が最も大きい 16

①住宅整備の必要性が非常に高い部分：浴室、外構、

～ 18 歳で在宅で暮らし続ける限界を現実的に感じるの

室内動線②住宅整備の必要性が高い部分：日中と夜

ではないかと考えられる ( 図 5)。

間の居場所、脱衣所、玄関③住宅整備の必要性があ
る部分：コンセント等の電気系統
重症心身障がい児に関する既往研究 2) にもあった
課題や工夫が多くみられたが、浴室や日中と夜間の

子の年齢

居場所は、医療的ケアを行う人の動線確保、医療的

図5

ケアを行う為のスペースが必要となってくる為、医

将来子にどのように暮らしてほしいか（年齢別）

療的ケアが必要ではない重症心身障がい児よりも在

2-3. 医療的ケアの程度別でみたアンケート調査結果
重度

1)

の方が子に現在の住宅で暮らしてほしいと回

宅生活環境への配慮が必要となる場合がある。また、

答した割合が大きい。軽度はグループホームへの入居

コンセント等の電気系統は呼吸器が必要な医療的

を希望する割合が大きい。特に重度 / 賃貸は施設入所

ケア児や吸引器を頻繁に使用する医療的ケア児は災

を希望する割合が大きいことからも、理想は現在の住

害時等に電源が使用できなくなると生死に影響する

宅で暮らしてほしいと希望しているが、現実的に在宅

為、緊急時にむけた備えが重要である。

での生活は厳しいと感じている家庭が多いと考えられ

3-3. 在宅生活環境整備の環境条件

る ( 図 6)。

ヒアリング調査の結果、住居形態や家庭の事情・
価値観によって整備内容や規模が異なることがわ
かった。
【持家 / 戸建て】戸建てのほとんどは 2 階建てもし
くは 3 階建てで、外からの目線や日当たりの関係で

図6

居間が 2 階にある場合があり、子の生活動線や介助

将来子にどのように暮らしてほしいか（医ケアの程度別）

3. 訪問調査からみた在宅生活環境の在り方

動線が長く親の負担が大きい。新築で住宅全体とし

3-1. 調査概要

て広さを確保したり、改造により浴室や玄関を拡張

返送アンケートの中から協力を得られた 17 件に
ついて在宅訪問調査を実施した ( 表 1)。調査内容は、

する事例が多くあった。
新築を選択した家庭のきっかけは、医療的ケア児

保護者へのヒアリング、住宅の実測調査、在宅生活

の為だけでなく「住宅の老朽化」や「親の高齢化」
「兄
、

環境や介助の状況の観察である。また、在宅の医療

弟児の入学の機会」等の他の要因がある場合が多い

的ケア児の将来の居場所としての入所施設やグルー

ことがわかった。マンションではなく新築の戸建て

プホームにおける生活環境の現状と課題を把握する

を選択した理由として、浴室の狭さと外構の問題を

所有 住居
形態 形態

整備経験 事例

新築
戸建
持家

て

E

改造

転居
集合
住宅
ビル
賃貸

A
B
C
D

改造
転居

無
改造
集合 改造・転
住宅
転居

F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q

子の
年齢
13
15
13
21

表1
体重 障害程度
28
15
19
29

軽度
重度
軽度
軽度

9
7
14
8
8
9
15

17
21
27
12
11

軽度
軽度
軽度
軽度
軽度

3
16
16
18

15

重度

10

18
18
23

11

34
22
28
18

軽度
重度
重度
軽度
重度
重度
軽度

在宅訪問調査対象一覧
家族構成
本人、母、祖父母
本人、両親、兄
本人、両親、妹
本人、両親、弟

本人、両親、姉、祖母
本人、両親、兄、弟
本人、両親
本人、両親、姉
本人、両親、妹
本人、両親、祖父母
本人、両親
本人、両親
本人、両親

本人、母、兄
本人、両親、兄
本人、母
本人、両親、姉

解決する為という事例がみられた。新築の場合は将

整備内容

浴室・脱衣室

●
●
●
●

●
●
●
●
●
-

●
●

玄関
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●

トイレ
●
●
-

-

その他
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
-

住宅の

住宅の

満足度
△
〇
〇
〇

困り事
有
有
無
無

?
〇
×
〇
×
×
×
△
×

×
×
〇
△

?
有
有
無
有
有
有
有
有

有
有
無
有

来的に生じる問題をある程度予測して環境整備をす
ることが求められるが、必要に伴い段階的に改造し
ていくことを視野にいれておくことが望ましい。
改造を選択した家庭の理由は、ほとんどが医療的
ケア児の為や親の介助負担軽減の為であった。また
改造を検討している家庭としては、改造するなら一

������凡例�●：改造した�〇：満足�△：どちらともいえない�×：不満�?：未回答
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度にやりたいが、成長に伴って何らかの問題がまだ

く、外構の問題の多くは改造等では解決できない。

生じるかもしれないと改造のタイミングを見計らっ

【賃貸 / 集合住宅】転居により、より医療的ケア児

ている事例や、将来的に売却できるよう一般的な住

が過ごす在宅環境として適した条件の住宅を探して

宅としての価値を残したいと特別な改造をためらっ

移ったり、病院や学校へのアクセス等からみた立地

ている事例がみられた。また改造においては、家庭

条件がより適した場所へ移ることが多い。転居を選

の事情や価値観が整備内容に大きく影響する。医療

択した家庭の理由は、医療的ケア児の為や親の介助

的ケア児のニーズを中心に改造する場合と、将来的

負担軽減の為が多く、先を見据えて子の年齢が低い

に住宅の売却を視野に入れている場合や他の家族の

段階で早めに行う場合が多い。賃貸物件は段差解消

生活とのバランスを重視しできるだけ住宅を現状維

機等の設置が許可されない場合があり、改造もでき

持したいと考えている場合がある。後者の場合は①

ない場合が多い。転居事例は全て賃貸からの転居で

拡張等の大規模な改造は避けたい場合は設置式のリ

あり、子の成長過程で環境整備の必要性を感じるこ

フトや段差解消機の導入、②あくまで一般的な住宅

ととなった場合、賃貸では改造による整備は困難で

としての価値を残したいと考えている場合は浴室の

ある。

拡張や引き戸への交換等、2 つの方向性がみられた。

3-4. 医療的ケア児の将来の居場所

【持家 / 集合住宅】集合住宅は住居空間内に階段が

学校を卒業した後、多くの医療的ケア児の居場所

なく生活空間が 1 フロアに集約されており動線は短

としては在宅の他に医療型障害児者入所施設への入

い。浴室周辺は構造的に改造が困難である場合が多

所かグループホームへの入居の選択肢がある。医療

い。外構に関して狭い・室内から車までの動線が長

型障害児者入所施設は医療設備が充実している一方

い・段差有・屋根がない・等の問題がある場合が多

施設では個室でなく病院に近い雰囲気であることに

表 2 住宅整備事例
０歳

所有形態 / 住居形態 持家 / 戸建て
住宅整備形式

整備内容

子の年齢

賃貸マンション

新築、現在改造検討中
スを 1 階に集約。浴室と子の部屋を隣接させ動線を短縮。日

現在 13 歳

新築

改造を検討中・・・

持家戸建て

転居

住
宅

浴室・脱衣室と玄関の広さを確保。医療的ケア児の生活スペー

10 歳

改造検討の悩み
福祉車両を検討してい
るが、現在の外構では
敷地内で乗降できない
可能性があり、外構を
どうにかできないか悩
んでいる。

新築・転居のきっかけ
前の家が手狭になった

中の子の居場所はリビングの一角で、カウンターキッチンか

新築の際にもっと駐車スペー
スをとっていればよかった

らの見通しが良い。現在子は抱っこで移動しているが、先を

改造検討のきっかけ

新築・転居のきっかけ

見据えて段差解消機を設置。福祉車両の購入を検討中だが現
機を移設する等外構を改造することで解決できないか悩んで

０歳

整備内容

医療的ケア児が 2 階へ上がれない為和室をフローリングへ変 住
宅

親の負担が大きくなって
きた

妹の入学時期

抱っこがきつくなってき
た

現在 7 歳

改造

持家戸建て

改造、現在 2 度目の改造検討中

親の高齢化

3歳

子の年齢

住宅整備形式

改造検討のきっかけ

新築・転居のきっかけ

家
族

いる。

改造を検討中・・・

改造のきっかけ

浴室・脱衣所・日中の居
場所となっている居室へ
のリフト設置

リ ハセ ンタ ーや 療 育セン
ターですすめられた

へと変更した。傾斜地の為、車庫から玄関まで階段昇降機と

段差解消機の設置、引き戸、浴
室の拡張、リフト設置を想定し
た壁補強、和室をフローリング
に、コンセントの造設

段差解消機を利用して動線を整備している。停電時に使用で

改造のきっかけ

えて子の過ごす部屋とした。また、脱衣所やお風呂を引き戸

きない可能性があるため、機械に頼っている環境を懸念して

ドアの開け閉めは考えていな
かったが、アドバイス通り引
き戸に変えてよかった。

造設したコンセントは
あまり使用していない

子が 2 階に上がれない為、
1 階の和室をフローリン
グにして子の日中と夜間
の居場所にすることに。

ているが、どういう改造が最善なのかわからず迷っている。

改造検討のきっかけ
父母の腰痛

親の高齢化

リフトにするのであ
れば、早く入れて慣
れたほうがよいとマ
マ友に言われている。

兄弟児の誕生
入学時期を考慮して

０歳

3歳

子の年齢

転居、現在改造検討中

整備内容

1 年半ほどかけ 50 件以上の物件を探し、子の退院に合わせ 住
て転居した。前の居住者が車椅子使用者でバリアフリーへの

4歳

前 の居 住 者 がバ リ ア フ
リーに改造していた物件
に転居。和室をフローリ
ングへ変更、居室の扉を
全て引き戸へ変更など。

改造を検討中・・・

転居のきっかけ
子の退院に合わせて

しているが、集合住宅の為構造的に拡張が可能かどうか不明。

NICU 入院

リフト設置に関しては、子が家を出た後現在の住宅は売却す

浴 室 に リ フ ト 設 置、
脱衣室の拡張、玄関
の拡張、 引き 戸、 ス
ロープ設置を検討。
改造検討の悩み
まだこの先新たな問
題が生じるかもしれ
ない。改造するなら
一度にしたい。

一般病棟入院

る可能性がある為なるべく現状維持のまま暮らしたいことと

改造検討のきっかけ

骨折
骨が弱く生活に注意が必要となる

生活の中に機械を入れることに抵抗がある事から改造をため
らっている。災害時玄関だけでなくテラスからも避難動線を
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分譲マンション

宅

改造が済んでいた。浴室と脱衣室の拡張とリフト設置を検討

確保する為にスロープや段差解消機の設置を検討しているが、

現在 10 歳

5歳

転居

賃貸アパート

住宅整備形式

将来は
施設入所

あまり吸引をしなくなった

改造のきっかけ

家
族

庭は共用部にあたる為可能かどうかは不明。

改造検討の悩み
リフトの形式やそれに伴っ
てベッドに し た方 がよ い
か、何がベストかわからな
い。あまりリフトに頼るの
も停電時が心配。

子の居場所の整備

いる。現在、浴室や子の過ごす部屋へのリフト設置を検討し

所有形態 / 住居形態 持家 / 集合住宅

将来は現在
の 住 宅 か、
施設入所

子の体格の成⾧

子の体格の成⾧

在の外構では敷地内で乗降できない可能性があり、段差解消

所有形態 / 住居形態 持家 / 戸建て

将来は
子どもたち
が住む？

3 歳半～ 4 歳半

家
族

物件探し
平置きの駐車場があること、
坂が無い土地を重視。
50 件以上物件を探した。

改造検討のきっかけ

介助の負担が大きくなってきた

将来は
施設入所？

抵抗を持っている家庭が多いが、呼吸器が必要な医

また卒業後の医療的ケア児の居場所として、在宅の

療的ケア児の受け入れが現在のグループホームの体

ほかに入所施設やグループホームがあるが、いずれも

制ではまだ極めて少なく、重度の医療的ケア児は施

施設不足である。親にとって子の医療的ケアの重さ、

設入所を結果的に選択する場合が多い。現在横浜市

特に呼吸器の有無や子の生活を尊重できる生活空間の

内の入所施設とグループホームは卒業後すぐに入れ

有無が将来の居場所選択の要因となっている。医療充

ない場合が多く、卒業後もしばらくは在宅で生活す

実度か個別ニーズへの対応か極端にどちらかを選択さ

る医療的ケア児は少なくない。

せるのではなく、両方が備わった中小規模の医療的ケ

4. 総括

アが必要な障がい児の居場所が求められるが当分実現

4-1. まとめ

は難しいと考えられる。施設かグループホームへの受

医療的ケア児の在宅生活環境は、浴室・脱衣所や日中・

け入れが決まるまで医療的ケア児が自宅で快適に暮ら

夜間の居場所に特に配慮が必要であることがわかった。

すことができるよう、その家族が柔軟性を備えた住宅

また、医療的ケア児の在宅生活環境整備は住宅形態に

を選択し、住宅にどのような整備が必要か自分で選択

大きく左右される（図 7）
。子の成長に伴う在宅生活環

できるように情報収集することにより、重度の医療的

境ニーズの変化に対応する為には、段階的に住宅整備

ケア児が長く暮らし続けることができる在宅生活環境

をする必要があることは肢体不自由児を対象とした既

を整備することが求められる。

3)

往研究 で明らかにされているが、今回の研究では段

4-2. 今後の課題

階的に住宅整備をする為には「住宅に柔軟性が備わっ

本調査では重症心身障害のある医療的ケア児と重

ていること」と「家族が各々のニーズに合った環境整

症心身障がいに当てはまらない医療的ケア児の環境

備を選択できる為の情報量を有している」ことが条件

の差を明確にできていない。重症心身障がい児では

であることがわかった。柔軟性とは一定の広さを有し

ない医療的ケア児の在宅生活環境の実態は今後明ら

ていること、改造が可能であることである。改造によ

かにしていくべき課題といえる。

る住宅整備の阻害要因として家族の住宅整備に対す

本調査は西村顕（横浜総合リハビリテーションセンター）他との共同研
究による。
謝辞 本調査にご協力頂きました皆様に心より感謝申し上げます。
注 1) 重度は呼吸器もしくは気管切開の医療的ケアが必要で、かつ移動
方法が抱きかかえ介助もしくは車椅子や座位保持装置による介助移動が
必要な医療的ケア児と定義する。軽度はそれ以外の医療的ケア児とする。
2) 阪東他：肢体不自由児のいる家庭の住環境整備のあり方とその介入の
方策の検討 , 日本建築学会大会学術講演梗概集 ( 東北 ), 2009.8 3) 牛
木他：重症心身障がいをもつ児の居室の状況について , 日本建築学会大
会学術講演梗概集 ( 北陸 ), 2010.9

る知識や情報の不足とそれによる選択肢の少なさが
挙げられる。自分のニーズに合った整備内容やベス
トな整備のタイミングを選択できる為の知識や情報
の提供が求められる。

図7

所有形態 / 住居形態による住宅整備の方法
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地域情報と住民の地域意識に関する研究
―常盤台・羽沢地域におけるサインづくりを通して―

１．研究の背景・目的

18RA119

末木 竜暉

指導教員

大原一興 教授

藤岡泰寛 准教授

2-2.対象地域の現状と課題、取り組み

近年、少子高齢化社会の進展や人口減少、居住形態

本研究では、保土ヶ谷区常盤台地域、神奈川区羽沢

の多様化、災害等によりコミュニティの弱体化や地域

地区を対象地域とする。対象地域は丘陵地であるため

住民の意識の希薄化が問題となっている。改善策とし

起伏に富み、道も狭く入り組んでいる。また、学生が

て、愛着の持てる住民主体のまちづくりの機運が高ま

多く住みベッドタウンとして若い世代が移り住んでお

っている。このような活動を成功、継続させるために

り、世代間での関係は希薄な地域である。また、地域

はソーシャルキャピタルや人的資源(HumanCapital)

住民主体の「老後も住み続けられるまちづくり」をテ

の存在が大切となる。人的資源を豊かにするためにも

ーマとしたワークショップ(以下 WS)が 10 年間続けら

地域愛着は非常に重要になると考えられる。

れている。2018 年度から羽沢横浜国大駅の開設(2019

愛着に関する研究は愛着効果や愛着形成過程、愛着

年 11 月)を見据えて、羽沢地区の参加をよびかけ、徐々

形成要因など様々な視点で行われてきた。また、人間

に関係者の広がりを見せている。

は様々な場所、形式で情報を入手し、生活には欠かせ

2-3.調査方法

ないものになっている。先行研究では地域情報が地域

まず現状の地域に存在する地域情報を把握するため

愛着に影響を与えることが示されている。様々な愛着

に①まちあるき調査を行った。それらを参考に地域住

形成要因がある中でも生活の中で必然的に関わる情報

民の地域情報への考えを明らかにするため地域情報を

は、より愛着形成に影響を与える要因と考えられる。

テーマにした②WS と地域愛着に関する③アンケート

本研究では愛着形成要因の１つである「地域情報」

を 5 回行った。
以上の調査から得られた知見をもとに、

に着目し、アンケート調査やヒアリング調査を通し地

地域情報と地域愛着に関する④アンケート調査(「地域

域情報と住民意識の関係性を明らかにし、愛着形成に

情報(表 4)」
「地域に対する愛着(表 2)」
「地域に対する

寄与する情報のあり方を考えることを目的とする。

意識(表 3)」
「回答者の属性」
「自由記述」の 5 項目か

２．調査の概要

らなる)を地域住民に対し行った。
「地域に対する愛着」

2-1.用語の定義

の質問項目は先行研究*4 を参考とした。
「地域に対する

■地域愛着：Hidalgo(2001)*1 に倣い「人々と特定の地

意識」では地域との関わりの頻度について質問した。

域との間の情緒的な絆や繋がり」と定義する

5 段階で評価を求める形式で調査を行なった。アンケ

■地域：引地ら(2009)*2 を踏襲し、
「日常生活の活動を

ートに関する調査概要については表 1 で示す。

行う生活圏」を地域と定義する。
■地域情報：槇野ら(2001)*3 や地域情報の収集発信を
行っている常盤台地域ケアプラザを参考に「地域住民
が日常生活を行う上で関わる情報」と定義する。
■地域意識：広義で愛着や安心、不安、便利、共同体
など人間の精神のうちに起こる知覚であるため「日常
生活を行う際に感じ取る知覚」と定義する。

表 1 アンケート回答者
調査対象地
実施期間
配布方法
配布数
回収数
回収率
総回収数
総回収率
性別

常盤台地域
羽沢地区
2019 年 10 月 27 日-11 月 24 日
連合町内会の会長や役員による
ポスティング・郵便回収
564
200
182
78
32.30%
39%
268
35.10%
男性 106(41%),女性 154(59%)

A study on community-based information and sense of place among local residents
–a case study on “sign-board project” in Tokiwadai and Hazawa areaRyuki SUEKI(Supervisor: Prof. Kazuoki OHARA, Assoc Prof. Yasuhiro FUJIOKA)
KeyWords: community-based information, sense of place,town development activities,place attachment
50

３．地域情報と地域意識の関係

捉えている記述が多く見られた。しかし、これらに対

3-1.個人属性と地域情報の関係性

して肯定的な意見をあげている地域住民も見られた。

個人属性と地域情報に着目したアンケート分析結果

利便性、安全性、歴史の既知、地域交流に対する満足

を図 1 で示す。知らせたい情報より知りたい情報への

度を上げていくことが地域愛着の向上にもつながると

関心が高いことがわかる。また、防災やお知らせ、地

考えることができる。先行研究でも明らかなように、

域の特色に関する情報への関心が高いこともわかる

当地域でも年齢や居住地域、居住年数、WS への参加

(表 4)。年齢や居住地域、居住年数、WS への参加有無

有無が地域愛着に影響することが明らかになった(図

が地域情報への関心に関連があることも明らかである。 3)。年齢や居住年数の増加、常盤台地域よりも羽沢地
年齢の増加、常盤台地域よりも羽沢地区の方が、WS

区の方が、WS は参加経験があるほど地域愛着が高い。

は参加経験があるほど関心が高い。しかし、情報「14

また、WS でのアンケート結果よりワーク形式に関し

子どもが集まれる場所」に対して、～49 歳の関心が非

て、デザインワークよりも地域情報共有形式のワーク

常に高いため、年代別ニーズに影響される情報の存在

の方が愛着形成により効果的であることが明らかにな

が考えられる(図 2)。そのため、情報発信の際に発信先

った。自由記述では、地域情報を共有することで愛着

の個人属性のニーズにあった情報を発信することが重

が高まったとの記述もみられた。しかし、WS の参加

要と考えられる。

者の固定化や少数化のため、地域全体での地域愛着向

情報53項目のチェック数平均点（個人属性別）
全属性(n=268)

上をしていくためにも新規の参加者を増やしていく必

27.1

8.4

要がある。

年齢
70~(n=90)

28.1

11.1

50~69(n=115)
~49(n=56)

表 2 質問項目別地域愛着平均点注 1

26.3

6.7

質問項目

27.6

6.4

居住地域

羽沢(n=73)

30.5

11.1

常盤台(n=179)

26.5

7.2

居住年数
51~(n=40)

25.5

9.8

41~50(n=34)

5.9

31~40(n=34)

6.0

26.6
28.5

21~30(n=50)

27.6

10.2

11~20(n=67)

25.4

8.4

~10(n=35)

26.7

6.3

WS参加有無

WS有(n=49)

27.6

13.0

WS無(n=212)
5.0

10.0

15.0

知りたい(平均値)

20.0

25.0

30.0

知らせたい(平均値)

14子供が集まれる場所 知りたい（割合）
40

50~69(n=115)

(個)

該当

20%

非該当

67
41

0%

3.66

d.常盤台・羽沢地域の雰囲気や土地柄が気に入っている

3.68

e.常盤台・羽沢地域が好きだ

3.79

f.常盤台・羽沢地域ではリラックスできる

3.80

g.常盤台・羽沢地域は大切だと思う

3.97

h.常盤台・羽沢地域に愛着を感じている

3.86

i.常盤台・羽沢地域に自分の居場所がある気がする

3.81

j.常盤台・羽沢地域は自分のまちだという感じがする

3.77

k.常盤台・羽沢地域にずっと住み続けたい

3.76

l.常盤台・羽沢地域にいつまでも変わってほしくないものがある

3.62

m.常盤台・羽沢地域になくなってしまうと悲しいものがある

3.62

40%

80%

平均

全属性(n=268)

3.64

70~(n=90)

3.77

50~69(n=115)

3.70

~49(n=56)

3.66

居住地域

15
60%

地域愛着13項目の評価割合と平均点（個人属性別）

年齢

50

48

~49(n=56)

3.39

c.常盤台・羽沢地域を歩くのは気持ち良い

35.0

図 1 情報 53 項目平均チェック数(個人属性別)
70~(n=90)

3.76

b.常盤台・羽沢地域にはお気に入りの場所がある

34.2

10.6
0.0

平均点

a.常盤台・羽沢地域は住みやすいと思う

100%

図 2 子供が集まれる場所該当割合(知りたい)

3-2.個人属性と地域意識の関係性
個人属性と地域愛着に着目したアンケート分析結果
を図 3 で示す。対象地域の地域愛着は高いことがわか
った(表 2)。表 3 より、生活に不便さを感じているこ
とや地域の歴史を知らず、知ることに関心が低いこと
が対象地域の課題である。また、安心面でも現状には
満足しているが、さらなる安心感を求めている。自由
記述でも利便性、安心感に加え地域交流を課題として

羽沢(n=78)

3.86

常盤台(n=179)

3.63

居住年数

51~(n=40)

4.04

41~50(n=34)

3.64

31~40(n=34)

3.70

21~30(n=50)

3.75

11~20(n=67)

3.64

~10(n=35)

3.49

WS参加有無

3.62

WS有(n=49)

4.07

WS無(n=212)
0%

1.全く思わない

20%

2.あまり思わない

40%

60%

3.どちらでもない

80%

4.少しそう思う

100%

5.そう思う

図 3 地域愛着 13 項目の評価割合と平均点(個人属性別)

51

地域意識も地域愛着と同様に年齢や居住年数、WS
の参加有無に影響することが明らかになった(図 4～

地域情報と地域意識の関係性を見ていくと、愛着の

図 7)。年齢の増加や WS への参加経験により、地域住

高い地域住民は知りたい情報よりも知らせたい情報に

民との交流機会や交流欲求、歴史への関心、安心意識

関心を持つことが分かった(表 4)。

や安心欲求が増加する。また、年齢の若い人ほど情報

地域情報 53 項目に対して因子分析を行った。
主因子

を頼り、年齢の高い人ほど情報欲求が高い。年齢の高

方、
プロマックス回転を行い 10 の因子を得ることが出

い人は長年住んでいるため、生活の中で情報を頼りに

来た。アンケート作成時に考えていた地域情報のカテ

することは少ないが、新駅の開業に伴うまちの発展が

ゴリーと似ているが、
公的施設が因子 1:施設と因子 9:

予定されているため、変化に合わせた情報を必要とし

施設[地域密着]の 2 因子に分かれたことは新たな発見

ていると考えられる。

である。
この2 因子は地域愛着13 項目評価平均が高い。
注1

特に因子 9 の平均点が高いことから、地域愛着に影響

表 3 質問項目別地域意識平均点
質問項目

平均点

A)日ごろ、地域の人々と交流を持つことが多い

3.34

B)もっと地域の人々との交流の機会が欲しい

3.18

C)まちで行動するときに情報を頼りに行動する

3.28

D)もっとまちに情報が欲しい

3.38

E)常盤台・羽沢地域は生活するのに便利なまちだと思う

2.54

F)もっと便利なまちになってもらいたい

4.10

G)常盤台・羽沢地域に関する歴史を知っている

2.56

H)もっとまちに関する歴史を知りたい

3.32

I)常盤台・羽沢地域は安心して暮らせるまちだと思う

3.75

J)もっと安心して暮らせるまちにしたい

4.16

地域意識の評価割合
C)まちで行動するときに情報

を頼りに行動する
WS有(n=49)

地域意識の評価割合

D)もっとまちに情報が欲しい
WS有(n=49)

WS無(n=212)

WS無(n=212)

羽沢(n=78)

羽沢(n=78)

常盤台(n=179)

常盤台(n=179)

70~(n=90)

70~(n=90)

50~69(n=115)

50~69(n=115)

~49(n=56)
1.全く思わない
3.どちらでもない
5.そう思う

2.あまり思わない
4.少しそう思う

図 4 地域意識分析結果 1

上の段階の因子ほど、地域愛着評価が高い住民からの
関心が高い傾向がある。
4．地域住民によるまちづくり活動
WS では 2019 年度はまちを魅力的にするサイン板
作りを行った。地域情報共有のワークでは、常盤台地
域の地域住民は「絶景スポット」
「ギャラリー」など地

WS 後のアンケートでは、少数ながらも地域情報を共
有することで地域愛着の向上につながったという意見
も上がった。また、作成したサイン板を掲示板に掲示
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.全く思わない
3.どちらでもない
5.そう思う

2.あまり思わない
4.少しそう思う

し、効果測定を行った。掲示板の位置によって見る人
の属性に偏りがあることが分かった。地域を対象に仕

図 5 地域意識分析結果 2

G)常盤台・羽沢地域に関する

H)もっとまちに関する歴史を

WS有(n=49)

係性が見られたため、
因子ごとに段階(Level)をつけた。

決のための情報に関心が高いことが明らかになった。

地域意識の評価割合
知りたい

事をしている職員 2 名と、まちづくり活動に従事して
いる地域住民 2 名にヒアリング調査を行った。対象地
域では防災防犯や安心安全が地域情報や地域まちづく

51~(n=40)

WS無(n=212)

着評価平均点の高い情報、低い情報の分布と因子に関

住民は「注意喚起」
「バリアフリー」など地域の課題解

地域意識の評価割合
歴史を知っている

を与える情報ととらえることができる。また、地域愛

域にプラスとなる情報に関心が高く、羽沢地区の地域

~49(n=56)
0% 20% 40% 60% 80% 100%

りのキーワードとなっていることが明らかになった。

41~50(n=34)

51~(n=40)

31~40(n=34)

41~50(n=34)

21~30(n=50)

31~40(n=34)

11~20(n=67)

いくことが大切になってくるのではないだろうか。ま

~10(n=35)

た、愛着を感じる要因として人とのつながりが強く影

21~30(n=50)
11~20(n=67)

地域情報を発信していく際には以上のことを発信して

~10(n=35)

響していることも分かった。当地域では学生の入れ替

70~(n=90)

70~(n=90)

50~69(n=115)

50~69(n=115)

わりが多いことや、羽沢横浜国大駅開業により新たな

~49(n=56)

~49(n=56)
0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

1.全く思わない

2.あまり思わない

1.全く思わない

2.あまり思わない

3.どちらでもない

4.少しそう思う

3.どちらでもない

4.少しそう思う

5.そう思う

図 6 地域意識分析結果 3
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5.そう思う

図 7 地域意識分析結果 4

住民が増えるため、地域愛着の向上を促すためにも交
流を通した人とのつながりの形成が重要な要素となっ
てくる。

表 4 地域情報と各データ
因子分析結果(累積寄与率64.2%)

地域情報チェック数

地域情報

知りたい情報

知らせたい情報

合算

因子内での因子パターン行列

29
35
38
37
37
54
55
43
50
31

131
126
143
139
143
185
137
159
143
114

160
161
181
176
180
239
192
202
193
145

0.95
0.89
0.80
0.76
0.67
0.61

38スーパーマーケット
37コンビニ
35郵便局
34銀行
36郵便ポスト
33病院
39駅
32図書館
40トイレ
42寺社

43
47
24
11
33
19

41小中校大学校
30常盤台地域ケアプラザ
10田畑
26消費カロリー
4子供の絵

18自動販売機
13家庭菜園
25道の明るさ

24道幅や勾配、標高差
11動物（アライグマ、カラス、コウモリ等）
50一方通行

48行き止まり
47車がすれ違えない道
51狭い道に注意
49段差注意
53英語での案内
52各施設の運営時間

12野菜（羽沢キャベツ、ほどじゃが等）

6特産品（羽沢キャベツ、キャベツワイン等）
17直売所
8果樹園

1お祭りなどのイベント情報
2町内会や市からのお知らせ
3学生からのお知らせ
5町の紹介（町会PR)
46記念碑、記録碑
44歴史（ゴルフ場、葡萄園、常盤園、土地等）
45町名、道・坂の由来
15休憩場所
21駐車駐輪場
14子供が集まれる場所
29通学路（国大～羽沢横浜国大駅）

16避難場所（いっとき避難場所、広域避難場所）
20絶景スポット
28各施設までの移動時間、距離
19公園
23お散歩コース
27歩きやすい道
22道、坂の愛称
31自治会町内会
43老人ホーム
7植栽（国大内、○○家の玄関等）
9花（桜、紫陽花、ゆり等）

16
32

32
40
50
49

51
48
36
50
41

40

53
34

25
82
64
31
71
34
47
45
42
50
55
49

86
46
40
48
44
35
35
58
34
34
31

104
124
96
87
82
78

102
123

117
140
142
158

147
128
113
80
141

162

168
195

143
194
209
186
129
115
144
143
150
138
132
108

214
157
143
160
162
131
124
126
97
97
148

147
171
120
98
115
97

118
155

149
180

192
207

198
176
149
130
182

202
221
229
168

276
273
217
200
149
191
188
192
188
187
157

300
203
183
208
206
166
159
184
131
131
179

0.56
0.44
0.43

知らせたい情報

合算

因子1:施設

0.85
0.84
0.80
0.81
0.65
0.69

3.69
3.70
3.71
3.74
3.70
3.71

3.80
3.89
3.94
3.93
3.94
3.94

3.74
3.79
3.83
3.84
3.82
3.83

α＝0.89

因子3:注意喚起
α=0.93

0.58
0.22
0.19

0.75

因子4:特産物

0.66
0.52

α=0.83

0.49
0.89
0.81
0.43
0.34
0.71
0.66
0.66
0.70
0.45
0.38
0.34

0.32
0.30
0.27
0.26
0.62
0.49
0.38
0.63
0.40
0.46
0.41

知りたい情報

因子2:その他

0.46
0.45
0.83
0.83
0.83
0.80

地域情報

共通性

α＝0.95

0.40
0.37
0.26
0.74
0.71
0.70
0.64
0.63
0.58

地域愛着13項目評価平均

因子名 α係数

因子5:お知らせ
α=0.80
因子6:歴史
α=0.87

因子7:場所
α=0.87

因子8:道
α=0.79
因子9:施設[地域密着]
α=0.77
因子10:植物
α=0.70

0.69
0.68
0.66

0.60
0.66
0.56
0.68
0.61
0.51
0.61
0.59
0.50

0.60
0.50
0.84
0.81
0.74
0.80

0.66
0.59
0.55

0.73

0.55
0.55

0.60
0.73
0.72
0.46
0.57
0.78
0.64
0.70
0.69
0.56
0.47
0.52

0.41
0.64
0.47
0.59
0.69
0.63
0.63
0.72
0.59
0.68
0.61

3.71
3.72
3.72

3.74
3.70
3.69
3.73
3.67
3.82
3.70
3.75
3.71

3.90
3.66
3.69
3.71
3.71
3.67

3.73
3.85
3.79

3.69

3.72
3.64

3.70
3.68
3.67
3.74
3.68
3.84
3.78
3.76
3.65
3.64
3.66
3.68

3.64
3.74
3.63
3.75
3.75
3.75
3.75
3.79
3.81
3.79
3.72

3.97
3.91
3.82

3.78
3.96
3.72
3.78
3.30
3.82
3.64
3.75
3.69

3.70
3.71
3.82
3.80
3.89
3.79

3.82
3.78
3.72

3.79

3.68
3.85

3.55
3.80
3.79
3.58
3.79
3.79
3.94
3.69
3.67
3.78
3.70
3.72

3.81
3.76
3.89
3.78
3.79
3.75
3.70
3.98
4.02
3.67
3.46

3.84
3.82
3.77

3.76
3.83
3.70
3.76
3.49
3.82
3.67
3.75
3.70

3.80
3.68
3.76
3.75
3.80
3.73

3.78
3.81
3.76

Level

Level3

Level1

Level2

3.74

3.70
3.75

3.62
3.74
3.73
3.66
3.74
3.81
3.86
3.72
3.66
3.71
3.68
3.70

3.72
3.75
3.76
3.76
3.77
3.75
3.72
3.88
3.92
3.73
3.59

Level1

Level1

Level3

Level1

Level2
Level3
Level1

表 6 地域情報 Level

５．まとめ
本研究では、年齢や居住年数、WS 参加有無、地域
の違いが地域愛着、地域意識、地域情報に影響を与え
ていること、地域愛着の高い住民が関心を持つ地域情
報が明らかになった。地域情報と地域愛着の直接的な
影響関係は本調査では示すことが出来なかったが、地
域情報ごとに関心度や地域意識との関係性に差が見ら
れた。調査を通し地域情報と地域愛着には以下の関係
性があることが考えられる。
①地域愛着向上：地域情報の認識段階の変化(表 5)
②地域愛着指標：関心のある地域情報の違い(表 6)
地域情報の認識段階が上がるほど、地域愛着の向上に
影響を与えるのではないだろうか。
表 5 地域情報認識段階

情報Level

因子
因子10:植物

Level1

愛着
低

因子7:場所
因子4:特産物
因子2:その他

Level3

程度を測ることが出

因子8:道

来るのではないだろ

因子3:注意喚起
因子6:歴史

うか。地域情報の共

因子1:施設
因子9:施設[地域密着]

いる地域情報の種類
によって地域愛着の

因子5:お知らせ
Level2

また、関心を持って

高

有手段だけではなく、

情報の認識段階に注目することが重要となってくる。
注 1:そう思う 5 点,少しそう思う,4 点どちらでもない 3 点,あまり思わない 2
点,思わない 1 点の 5 件法で点数の集約をとった。
謝辞：本研究において、ワークショップへのご参加、ヒアリング調査、多数の
アンケートにご協力して下さった地域住民の皆様方に深く感謝いたします。
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4. 崔煕元, 大原一興, 藤岡泰寛. (2015). 地域資源としての高齢者居住施設
に対する意識構造と立地環境との関連性に関する研究（その１）施設に対する
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美術館の付加的施設の建築計画的考察
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１．序論

する。付加的施設は、いわゆる美術館の無料の領域に

1‐1. 研究の背景

位置する機能であり、展示室を主とした有料の領域と

美術館は教育普及をひとつの目的とした施設であり、 は異なる。現在、美術館においてこの無料の領域は増
その普及の仕方は現在までに様々な形に広がっている。 加の傾向を示しており、その重要性と多様性は大きく
中心機能である展示室での鑑賞以外にも美術教育ので

なっている。図 1 では来館者が美術館を利用する際の

きるプログラムや、美術館の空間体験を強化する目的

領域の構造を簡単に示したものであり、付加的施設は

で様々な機能が付加的に設置され、現在では美術館に

外部空間（都市）と展示空間を繋ぐ位置に存在し、そ

おいて来館者は多様な活動を行うことが出来るように

の主たる機能である付加的施設の重要性を本論では問

なった。その一方で、上記のようなカフェやミュージ

う。しかし、付加的施設が一般化した現在、その配置

アムショップの充実が美術館を教育目的ではなく、娯

や構成について述べたものは少なく、ハード面、特に

楽を目的とした利用も指摘されており、今後の美術館

利用のしやすい構成や他機能の空間との空間構成の関

の持続的かつ、教育的なあり方が問われている。その

連性について述べることが必要だと考えられる。

ような状況下において地方や小規模の美術館はリピー
ターを確保することが望ましく、地域に住む住民から
の継続的な利用とそこから生まれる教育普及が必要で
ある。
1－2. 研究の目的
美術館の展示室は利用者の来館の主目的であり、そ
図 1 付加的施設の位置づけ

の体験を強化する目的でカフェやミュージアムショッ
プなどの付加的施設が存在している。その際には空間

２．調査概要

のつながりを検討することが重要である。そこで本研

2-1.スペース・シンタックス理論

究では、➀美術館の付加的施設の建築的な関係性に着

付加的施設の空間そのものが他の空間とどのように

目し、②美術館における付加的施設の規模的な実態把

つながりを持っているかを数量的に検討するためにス

握、③付加的施設と他室の移動効率性を中心に置いた

ペース・シンタックス理論（以下 SS 理論）を用いる。

建築的関係性の検討、の三つから他空間との関係の強

SS 理論とは、1980 年代にロンドン大学を中心とした

い付加的施設の空間構成のあり方とその要因について

Bill Hillier 教授らによる研究グループが擁立した理論

考察する。

であり、グラフ理論に基づいて位相幾何学的に空間の

1－3. 付加的施設の定義と意義

関係を抽象化して読み解くものである。SS 理論の解析

本研究では、美術館の主要な機能である展示室や収

法には、Convex Analysis と Axial Analysis の二種類

蔵庫等を除いたサービス機能であり、展示室などとは

があり、本研究では、空間の構成を検討するための手

異なり、入館料がかからず（カフェなどの利用料金は

法として Convex Analysis を用いることとする。

除く）
、誰でも利用できる施設を「付加的施設」と定義
Study on architectural planning for the facilities attached to art museum

Shunsuke AONUMA (Supervisor: Prof. Kazuoki OHARA, Assoc Prof. Yasuhiro FUJIOKA)
KeyWords: Museum of Fine Art, additional facilities, Space Syntax
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ると、保有率が低い場合に Int.V が高くなる傾向があ

2-2. 分析の手法
SS 理論では、Integration Value（以下 Int.V）が

る。
（図 5）これは、受付等と共有して販売系統を保有

移動効率性を示すものであり、解析手法は以下に示

していたり、エントランスホール内にブース的に配置

す。

されていることによるものである。飲食系統でも一部

2-3. 調査対象館

同様の傾向がみられ、Int.V が高い例と低い例の二極

調査対象館は表１のとおりであり、付加的施設が充
実していると思われる美術館２３館を対象とした。

名称

開館年

系統では全体的に Int.V は上がりにくく、美術館の中
の末端配置となる例が多く見られた。一般的に SS 理

調査対象館
開館年

化が顕著であった。一方で図書系統、創作系統、講堂

名称

論では、放射状につながる平面構成には Int.V が高く
なり、線状に繋がる平面構成には Int.V が低くなる傾

1959

国立西洋美術館

1991

平塚市美術館

1974

群馬県立近代美術館

1995

東京都現代美術館

1974

千葉県立美術館

1995

豊田市美術館

1975

東京都美術館

2004

金沢２１世紀美術館

1979

福岡市美術館

2006

青森県立美術館

1979

板橋区立美術館

2006

国立新美術館

1982

埼玉県立近代美術館

2007

横須賀美術館

1986

世田谷美術館

2008

十和田市現代美術館

1987

町田市国際版画美術館

2015

大分県立美術館

1987

目黒区美術館

2017

富山県美術館

1988

川崎市市民ミュージアム

2020

京都市京セラ美術館

1989

横浜美術館

向がある。このことから美術館内で Int.V の高い
Convex Space に隣接することで Int.V が高くなる付
加的施設が多く、特に販売系統や飲食系統においては
エントランスホール等のメインホール内に存在するこ
とで放射状の平面構成となり、高い Int.V を持つこと
が考えられる。逆に図書系統、創作系統、講堂系統に
おいては線上の構成を持つ傾向があると思われる。こ

表１ 調査対象館

れには動線も関連していると考えられ、エントランス

３．付加的施設と他室の関係

からの展示動線に併せて配置されることで Int.V が高

3-1. Int.V による分析
SS 理論による対象館ごとの五系統の付加的施設
Int.V の値は図６に示す。現状付加的施設内で他の空
間との連絡性が高くなりやすいのは販売系統であり
（表 2）
、延床面積に対する付加的施設の保有率と比べ

い付加的施設の例も存在した。これらから付加的施設
の他空間との移動効率性を検討する際には美術館の主
要な空間（Int.V が高い空間）との空間構成上の関係性
が重要な要件の一つであると考えられる。

スペース・シンタックス理論の解析手法
【町田市国際版画美術館を例として】

図 4 Justified Graph の例
Int.V の算出法
図 4 の Justified Graph から Depth の深さの合計値（Total Depth）
を求める。
Total Depth=（Depth1×3）+ (Depth2×4)＋(Depth3×3)

図 2 Convex Space 作成の例

図 3 Convex MAP の例

頂点の総数を k と置くと頂点①に関する各頂点への平均の深さ
（Mean Depth）は
Mean Depth＝Total Depth÷（k－1）

本研究における Convex MAP の作成時の定義の変更点
・来館者が利用する空間に限定する。
・L 字の空間等であっても一つの空間としてみなされる場合は、一つの Convex
Space として扱う。
・展示室が複数の室に分けられる場合において、展示室という機能としてまと
め、一つの Convex Space として扱う。ただし、その複数の諸室が空間的に連続
しない、また企画展、常設展等の異なる展示室の場合は分節された Convex
Space として扱う。

相対深度 Relative Asymmetry(：RA)
RA=2(MD-1)/(k-2)
RA は k に依存するので、頂点数の異なる空間の比較のために Dk
を用いて標準化を行い、Real Relative Asymmetry(：RRA)を求め
る。
Dk=2[k{log2(k+2)/3-1}+1]/(k-1)(k-2)
RRA=RA/Dk
RA や RRA を解析指標として用いることもあるが、感覚的に理解し
やすくするために RRA の逆数である Int.V を求め解析を行う。
Int.V＝1/RRA
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販売系統 飲食系統 図書系統 創作系統 講堂系統
平均 Int.V

0.966

0.773

0.772

0.673

0.705

表 2 系統別平均 Int.V
2.5

2

Int.V

1.5

0.0%

0.2%

0.4%

1

0.6%

0.8%

1.0%

0.5

0

延床面積に対する保有率

図 5 Int.V に対する保有率【販売系統】

3-2. 展示室との関係性
SS 理論に基づく Int.V の値と付加的施設を始点と
する展示室までの Depth から付加的施設と展示室の
関係性について検討を行う。各対象館における系統ご
との Depth は図 6 に示す。販売系統が最も展示室と空
間構成上近い位置に存在しており、3-1 と同様に美術
館の主要な空間との関連性が影響していると思われる。
図書系統、創作系統、講堂系統の共通した特徴として
エントランスホールから展示室に対して反対の経路方
向に配置されていることが挙げられ、この点がこれら
の Depth の数値を大きくする要因の一つであると考
えられる。
このことから主要な空間と展示室との関係が近いこ
とが求められ、この三つの空間をどのように配置する
かが美術館の計画において重要であると考えられる。
販売系統 飲食系統 図書系統 創作系統 講堂系統
系統平均
De pth

3 .3

3 .7

4 .1

5 .0

4 .0

表 3 展示室までの Depth 平均値【系統別】

４．付加的施設と外部空間
先にも述べたが、付加的施設は無料空間であり、周
辺環境つまり都市との繋がりが重要である。これまで
は美術館の内部空間にのみ Convex Space を適用し分
析を行ったが、美術館の外部空間と繋がる位置に配置
されているものなど外部空間を射程に入れた付加的施
図 6 Int.V と展示室までの Depth【系統別】
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設が存在することから、その構成を考察することも必

術館のエントランスホールの様な中心的と言える空間

要だと考えられる。分析手法として、Convex Space を

に付随すること、また美術館の主要動線（エントラン

美術館建築の内部空間にのみ適用したのに対し、ここ

スから各展示室）に近接した位置に配置されることが

では対象館のうち外部空間を持つ美術館７館を選出し、 重要な要件の一つであると考えられる。現状では販売
その外部空間を建築空間として考え Convex Space を

系統、飲食系統の一部が平均的に高い Int.V を持つ実

設 定 す る こ と で 内 部 空 間 と 同 等 に 扱 い 、 Convex

態があり、他の図書系統、創作系統、講堂系統の構成

Analysis をかけた。

の検討が必要である。

比較の結果、傾向としてほとんどの Convex Space

〈付加的施設と展示室の関係〉美術館の主要機能であ

で Int.V の値の上昇がみられた。Int.V の上昇した

る展示室とそれを補助する機能である付加的施設の関

Convex Space はこの検討により、外部空間への移動

係性は強いことが望まれる。現状では、五系統のうち

効率性、外部空間からの移動効率性またはその両方が

販売系統が最も展示室と近い位置に存在し関連性があ

上昇していると考えられる。その中で各館により全体

ると考えられる。他の系統においても同様に関連性が

平均 Int.V や、Convex Space ごとの Int.V の上昇幅に

強い例は存在するが、展示室と付加的施設が直接的に

差が見られ、全体平均 Int.V では横浜美術館が特に高

近い配置になる場合の他に、上記と同じようにエント

い上昇値を示し、豊田市美術館や福岡市美術館は比較

ランスホールの様な中心施設を介して展示室と関連す

的小さい上昇幅という結果となった。また付加的施設

る構成も見られた。このことから美術館内の機能の配

の Convex Space においては、横浜美術館の飲食系統

置計画において、付加的施設、展示室、中心施設の三

や十和田市現代美術館の飲食系統の上昇幅が特に顕著

つの関係性を考えることが重要であると考えられる。

であり、唯一の減少となった点は福岡市美術館の創作

〈付加的施設と外部空間〉美術館内の関係性だけでな

系統であった。

く、美術館の外部空間と付加的施設の関連も重要であ
ｋ値

全体平均In t.V 販売系統 飲食系統 図書系統 創作系統 講堂系統

屋外無し

30

0.9005

1.0202

0.7345

0.6995

0.8347

0.8161

屋外有り

30

1.0608

1.0493

1.0645

0.9298

1.0062

0.9793

屋外無し

31

0.7526

0.6659

0.7648

0.5478

0.4153

0.6659

屋外有り

32

0.7804

0.7439

0.7796

0.6006

0.4223

0.7439

屋外無し

27

0.8566

1.0225

0.693

0.5277

0.6175

0.8663

屋外有り

29

0.9768

1.0724

0.8501

0.5622

0.6454

0.9053

屋外無し

23

0.8030

0.7326

0.5826

0.5373

0.4436

0.4436

屋外有り

28

0.8566

0.7588

0.6056

0.6056

0.4749

0.4749

屋外無し

10

0.6345

0.7333

0.4783

屋外有り

11

0.6871

0.8294

0.8294

屋外無し

29

0.8495

0.8937

0.7495

1.3152

0.6576

0.8937

屋外有り

34

0.8813

0.907

0.823

1.5326

0.6536

0.907

屋外無し

23

1.0463

0.7439

1.0288

1.099

1.0288

0.7439

屋外有り

29

1.0719

0.8299

1.0724

1.1243

1.0724

0.7832

横浜美術館

豊田市美術館

る。その関連は、外部空間の内部空間とのつながりの
数や内部の中心施設と連絡することで強くなると考え
られる。また Int.V の高い外部空間が、内部空間のみ
では関連の薄い空間に連絡することで美術館全体の移
動効率性が向上すると考えられる。

世田谷美術館

東京都現代美術館

十和田市現代美術館

福岡市美術館

富山県美術館

表 4 外部空間の有無による Int.V の比較

５．まとめ
本論では美術館の付加的施設に着目し、SS 理論を用
いた Int.V を利用した検討を行うことで美術館の空間
構成に関して数量的に分析し考察を行った。これらの

図 7 ４施設の関係性
［参考文献］
1. 木川剛志, 古山正雄, “スペース・シンタックス理論を用いた町屋の形態
比較に関する研究”, 日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）, 2005.9.
2. 小池志保子, 中川理, “スペース・シンタックス理論を用いた日本の公設
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屋外公共空間での着座者のくつろぎと空間要素に関する研究
‐都心臨海部の山下公園・象の鼻パーク・横浜港大桟橋を対象として‐
1663067
指導教員
1．はじめに
1.1

高見沢実教授

尹莊植助教

対象地３：横浜港 大さん橋

研究背景・目的

ベンチ

山
下
公
園

赤レンガ倉庫

対象地 1：山下公園

対象地２：象の鼻パーク

Ｄゾーン
Ａゾーン
Ｂゾーン

Ａゾーン

を高めることが求められている。しかし、滞留者に

Ｂゾーン

0ⅿ 100ｍ

はただベンチを置くだけになっている空間が多いと
2.

空間構成

着座装置

Ａゾーン
Ｂゾーン

感じるので、着座者に着目してじっくり休むための

栄太

図 1 対象敷地全体(左図) 表 1 対象の空間構成(右図)(2)

近年、公共空間の整備が盛んに行われ、空間の質

Ｃゾーン

500ｍ

象
の
鼻
大
桟
橋

Ｎ

A
B
C
D
A
B
A
B

背あり

〇
〇
△

背なし

ウッド

芝

デッキ

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇

側にある
植栽

覆う

構造物 ( 人工 )

△
〇
〇
△
×
△
×
×

×
〇
×
×
×
×
×
×

植栽

×
〇
〇
×
×
△
×
×

構造物 ( 人工 )

×
〇
×
×
×
×
×
×

対象地の概要

空間を分析し、憩いの空間創出の知見を得る意義が

横浜市は 1970 年代初めから、都心部の都市デザイ

あると考えた。くつろぐためにより適した空間を知

ンに取り組み、その構想により水際線のプロムナー

ることは、今後水辺空間をより一層効率的に使うた

ドと、関内地区の中央を貫く日本大通りのプロムナ

めにも有用な情報になると考える。

ード整備を進めてきた。本研究の対象地はこれまで

本研究では、横浜市都心臨海部の屋外公共空間に

意欲的な都市計画を行ってきた水際線のプロムナー

おける着座者の利用実態と意識を明らかにし、くつ

ド沿いに存在する公共空間である。

ろぎと空間を構成する要素との関係を把握し、今後

3．観察調査による着座者の活動実態

親水空間でより豊かな着座空間を備えたくつろぎの

3.1

場の創出をする上での知見を得ることを目的とする。
1.2

研究対象

観察調査概要

対象各地における着座者の状態を目視にて調査用
紙に記録する。10 月下旬から 11 月上旬に、それぞ

本研究では海沿いの着座者がよく見られる屋外の

れ二日(平日・休日)ずつ、10 時から 13 時・14 時か

公共空間の中で山下公園（4 か所）
・象の鼻パーク（2

ら 17 時(合計 6 時間)で行った。調査員が調査用紙に

か所）
・横浜港大桟橋（2 か所）を対象とする(図 1)。

着座者の滞留位置、滞留開始時刻、滞留終了時刻、

空間を構成する物的要素は“上を覆うもの”
“側にあ

性別、年齢層、行為を記録した(3)。

るもの”
“下にあるもの”に分類できると考え、対象

3.2

地を８つの空間区分に整理した (表 1)。

滞留時間から見たくつろぎ

滞留時間の長さからくつろいでいるかを分析する。

本研究は“下にあるもの”は着座装置に限定され

表 2 より、平均着座組数(観察された総組数を瞬間の

る。
“上を覆うもの”は山下公園 B・C ゾーン（象の

最大着座組数で除したもの)を見ると、大桟橋のＡゾ

鼻パークＢゾーン）に見られる。
“側にあるもの”は

ーンが最大値となり、着座されやすい空間である。

山下公園各ゾーン・象の鼻パークＢゾーン。さらに、

平均滞留時間(総滞留時間を総着座数で除したもの)

要素を植栽と構造物(人工)に分けた。

は山下公園Ｄゾーンが最大値となり、次いで山下公

1.3

園Ｃゾーンで大きな値を示す。これらの空間は比較

研究方法

分析を行うために、『ゆったりとして(長時間の滞

的長時間の着座が起きやすい空間である。

留行動・「任意活動と社会活動」(1)が発生しやすい)、
精神的にも満足度の高い状態』をくつろぐ状態とす
る。これと空間要素との関係を分析するために、対
象各地において目視による観察調査と対面式のアン
ケートを行う。

表 2 組数、総・平均滞留時間
平・休日合計
総着座組数

山下公園

象の鼻

大桟橋

Ａゾーン Ｂゾーン Ｃゾーン Ｄゾーン Ａゾーン Ｂゾーン Ａゾーン Ｂゾーン
220

178

259

94

201

137

231

最大着座組数

7

6

8

13

12

8

6

8

平均着座組数

31.4

29.7

32.4

7.2

16.8

17.1

38.5

16.5

総滞留時間

132

51:44:00 33:34:00 71:00:00 56:49:00 44:33:00 26:36:00 45:30:00 20:50:00

総滞留時間(平均)

7:23:26

5:35:40

8:52:30

4:22:14

3:42:45

3:19:30

7:35:00

2:36:15

平均滞留時間

0:14:07

0:11:19

0:16:27

0:36:16

0:13:18

0:11:39

0:11:49

0:08:48

凡例
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佐藤

:最大値

:最小値

3.3

としての満足度は各空間区分において 4.3(5 段階評

アクティビティから見たくつろぎ

空間区分ごとにアクティビティ量の割合を見て、
「任意・社会活動」の発生しやすさから、くつろい

価(4))を超える平均値となり、意識の上でくつろげる
満足度の高い空間となった。

でいるかを分析する(表 3)。「必要活動」に関して、
山下公園Ｃゾーン(19％)と山下公園Ｄゾーン(13％)
は他の空間区分と比べて低い割合になり、この活動
が発生しづらく、『スマホ』もそれぞれ低い割合
(15%,11%) を示した。
「任意活動」に関しては、山下
公園Ａゾーン(52％)・Ｃゾーン(51％)が他の空間区分
と比べて高い割合を示し、この活動が発生しやすい。
「社会活動」に関しては、山下公園Ｄゾーン(40％)
と大桟橋Ａゾーン(41％)で高い割合がみられ、この
活動が他の空間に比べて発生しやすいといえる。

図 2 着座時に快適性を感じる要素

5.

表 3 空間毎にみた活動分類別アクティビティ量の割合
山下公園 山下公園 山下公園 山下公園 象の鼻

平日休日統合

必要活動

象の鼻

大桟橋

21%

23%

15%

11%

23%

27%

21%

通話

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

23%
2%

喫煙

2%

1%

3%

1%

1%

1%

0%

0%

必要活動合計

25%

25%

19%

13%

26%

29%

22%

24%

写真を撮る

3%

5%

5%

4%

5%

5%

14%

11%

ア

軽い運動

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

ク

犬の世話

2%

1%

2%

2%

2%

1%

0%

0%

テ

食べる

10%

14%

7%

15%

8%

12%

2%

1%

飲む

14%

16%

13%

16%

12%

15%

9%

4%

読み書き

3%

3%

3%

1%

2%

1%

1%

1%

ィ
ビ

任意活動

テ

イヤホン・音楽

0%

1%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

ィ

佇む

19%

8%

19%

1%

11%

7%

9%

20%

眠る・寝転がる

0%

1%

2%

6%

2%

2%

2%

2%

社会活動

任意活動合計

52%

49%

51%

46%

42%

44%

37%

40%

会話

23%

25%

29%

31%

32%

25%

41%

36%

遊ぶ

0%

社会活動合計
凡例

4.

23%

0%

1%

9%

1%

25%

29%

40%

32%

:他空間区分と比べ高い割合

0%

0%

0%

25%

41%

36%

:他空間区分と比べ低い割合

アンケート調査による着座者の意識

4.1

長時間の着座が行われやすい空間は、ただ座って

大桟橋

Ａゾーン Ｂゾーン Ｃゾーン Ｄゾーン Ａゾーン Ｂゾーン Ａゾーン Ｂゾーン

スマホ

アンケート調査概要

結論

休憩するだけではなく、より豊かなアクティビティ
を誘発しやすい。詳細に述べると、適切なスケール
の芝生地においては多様な遊びが発生しやすく、他
者とのより濃密なコミュニケーションへと発展しや
すい。植栽による「囲まれ感」が感じられる空間の
背もたれ付のベンチにおいては、必ずしも行われる
必要のない余暇的な活動(任意活動)が発生しやすい。
また、各空間の満足度が大差なく高いことより、く
つろぎという観点において、より高質な着座空間に
求められる物的要素は、以上の二つの空間を参考に

着座者の意識から見た、空間の満足度と屋外公共

することができる。さらに、物的要素として開放性

空間で快適性を感じることができる要素を明らかに

が感じられることが、着座空間の満足度を高める最

するために行う。11 月中旬から下旬の、平日は 10

も重要な要素となることに留意すべきである。以上

時半から 16 時まで、休日は 12 時半から 16 時半まで

のことから、利用者の活動実態と意識の両面から見

行った。回収部数は合計で 428 部である。

て、くつろげるより高質な着座空間創出において、

4.2

空間要素の中でも物的要素が与える影響が特に強い。

利用者意識から見たくつろぎ

図 2 より、快適性を感じる空間要素は『物的要素』
である「開放感がある(378)」が最大値となり、次い
で『親水性』の「海・港・船への眺めの良さ(325)」・
『その他』の「景色がよい(320)」も高い値を示す。
『着座装置』の「ベンチ・椅子が多い(195)」と「座
る場所がきれいに整備されている(212)」・『環境要
素』の「日向・日陰がある(206)」・『その他』「雰囲
気がよい(214)」も全体の半分程の値を示す無視でき
ない要素になっている。自由にくつろぐための空間

(1)

ヤンゲールの都市空間における人間の 3 種の活動分類「必要活動」
・
「任意活動」
・
「社会活動」を着座の観点から再分類し、それぞれ『スマホ・通話・喫煙・(荷
物整理・化粧)』・『佇む(ボーっとする)・眠る、寝転がる・写真を撮る・イヤホ
ン、音楽を聴く・食べる・飲む・読み書き・犬の世話・軽い運動（ストレッチ・
腕立て・歩き回る・足をもむ・ハトに餌やり）』・『会話・遊ぶ』とする。
(2)
△は着座者の視界には入るが、アンケート結果からみて囲まれ感を感じるまで
には至っていない密度や量の植栽による空間構成である。
(3) 行動を共にしている滞留者を同一の「組」とみなした。1 人で行動している人も 1
つの組とした。滞留開始および終了に関しては、1 分間隔で確認し記録した。行為に
関しては、組内で観察された行為をすべて記録し、着座装置を変えなかった場合は
時間や回数に関わらず行為数を 1 として分析した。
(4) 「満足できる」を５・「割と満足できる」を４・「どちらともいえない」を３・「あ
まり満足していない」を２・「不満足」を１としたスコアで計算している。
主な参考文献
1.
篠崎高志(2002)「都市の屋外公共空間における滞留行動に対する人的要素
の影響に関する研究」日本造園学会 全国大会 研究発表論文集 抄 録
2.
中島直子他(2009)「海の見える公園での着座者の利用行為に関する研究‐
横 浜 市 臨 港 パ ー クを対象として‐ 」 日本都市計画学会 都市計画報告集
N O .7
3.
Jan Gehl(2014)「人間の街 公共空間のデザイン」鹿島出版会
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多文化共生都市の実現に向けた外国人の支援・交流拠点のあり方について
ー横浜市中区・南区でのケーススタディを通してー

1663085 高橋 洋貴
指導教員

1. 研究の背景

高見沢実教授

野原卓准教授

尹莊植助教

外国人人口は 2011 年の東日本大震災後から急激

日本が少子高齢化社会となり内需が縮小するなか、

に増加していて、集住地域としては中・南区の境界

2019 年 4 月から「出入国管理及び難民認定法及び法

周辺が顕著であり、中・南区を本稿の対象地とする。

務設置法の一部を改正する法律」が施行された。日

3.2 横浜市の多文化共生の取り組み

本の都市にはこれまで以上に外国人を受け入れるキ
ャパシティとその活躍を支える戦略が求められてい
る。そのためには単なる住み分けではなく、地域に
根ざした交流から生まれる多文化の共生が成しえる
環境を整備することが喫緊の課題となっている。
2. 本研究の目的・方法
日本では特定の地域に外国人が集住していて、そ
の傾向が顕著な各地域が対象として研究されてきた
が、開国から多くの外国人を受け入れて異文化を享
受し続けてきた長い歴史のある横浜市の多文化共生
のまちづくりについては研究が少ない。本稿では横
浜市を対象にその課題と今後の展開を考察すること
で得られる知見から、多文化共生都市の支援交流拠
点あり方について示唆を得ることを目的とする。
まず、横浜市の多文化共生の現状と実態を把握し
予測される課題を挙げる。次に課題を抱えうるホス
ト社会側の各主体を対象とし、特に後述する拠点施
設と外国人の居住・活動圏についての課題を主とし

横浜市の指針や政策、事業と外郭団体である横浜
市国際交流協会の取り組みについてまとめた。
表 1

横浜市と横浜市国際協会の多文化共生への取り組み
横浜市

n 多文化共生事業
Ø 横浜市多文化共生
まちづくり指針
Ø ヨコハマ国際
まちづくり推進委員会
Ø 横浜市多文化共生
市民活動支援補助事業
Ø 外国人材の受入環境
整備事業

n 国際交流ラウンジ設置
Ø 生活情報の提供
Ø 多言語での相談
Ø 日本語教室の開催
Ø 多文化交流活動
n 外国人意識調査
Ø 外国人住民の課題把握
Ø 外国人住民のニーズ把
握

外国人意識調査では日本語を学びたい外国人が
87.9%にのぼり、日本語教育とコミュニケーション
支援に重点を置いた取り組みになっている。市内 10
区の国際交流ラウンジを拠点として生活情報の提供、
多言語による相談、日本語教室の開催を行なってき
た。さらに、市内には 130 のボランティア日本語教
室が存在し、支援交流の拠点にもなっている。
3.3 横浜市の多文化共生における課題予測
現状で多文化共生の拠点となっている、横浜市中・
南区の国際交流ラウンジと日本語教室を地図上にプ
ロットし、外国人人口分布を重ね合わせた。(図 3)
★：ラウンジ

：日本語教室
教：教会が母体の日本語教室
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教

★

外国人人口
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都市の支援交流拠点のあり方を考察する。

3

3. 横浜市における多文化共生の現状と課題予測
3.1 横浜市内外国人の推移と集住実態

半数以

2,6,7
8,9

４

て課題認識とその解決方法等についてヒアリングを
行う。最後にヒアリング結果をもとに、多文化共生

横浜市国際交流協会
n 中・南・鶴見区のラウンジ
運営
n 横浜市国際学生会館の
運営
n 多言語相談窓口
n 学校通訳ボランティア

10,12,13,15,16,19
20,21,22,23,24,25
図3

中区・南区の多文化共生拠点と外国人人口

上の日本
語教室が
ラウンジ
か教会施
設で開催
され、支

援者側の利便性と利用可否を反映した分布である。
特に集住地域南東側に多く分布しているが、中心か
ら北西側には全くない。このような空間的なずれは
多文化共生を実現するうえでの課題と考えられる。
凡例（人）
501~
101~500
51~100
26~50
0~25

図 2 横浜市内外国人の居住分布
（2015 年度国勢調査より作成）
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4. 各主体へのヒアリング
日本語教室、行政とラウンジを運営している横浜
市国際交流協会にヒアリングを行なった。

4.1 行政へのヒアリング

5. ヒアリング結果からの課題と解決策の考察

表 2 横浜市国際局と横浜市中区へのヒアリングまとめ
横浜市国際局
n 横浜市の新たな取り組み
² 近年の外国人人口の増加幅を考慮すると、
これまで整備してきた体制で 10 年 20 年先
に対応できない。そこで、今年の 8 月に外
国人への総合相談センターを開設した。11
言語に対応して、在留資格や雇用などの専
門的なものを各種機関と連携して吸い上
げる。各ラウンジにタブレットを配置し、
それを通して相談を行える体制を作り、相
談センターに行く必要を無くしている。
n 拠点と外国人の居住・活動圏のずれ
² 今まさに議題にあがっていて、ラウンジを
増やすなどの案も出ている。ずれという認
識はなかったが、今後参考に検討したい。
しかし、定量的なデータがないと動きづら
い。市内に 130 もの日本語教室がある自治
体は珍しく、このリソースを活用するな
ど、現在実施している調査を踏まえて対策
や方針を考えていきたい。
n 現状の課題として認識していること
² 実際に支援をしている NPO と協力して支
援を拡充していくことが今後の課題。

横浜市中区
n 区の多文化共生事業の「出前講座」について
² 開催場所をラウンジには限っておらず、実
績としてはラウンジの日本語教室、カトリ
ック山手教会「絆」がある。出前ではない
が、去年は区役所の会議室で実施した。防
災や税金、国保について集中的にやってい
る。日本語学校の方にもアプローチしてい
る。新しい寿ケアプラザにも多文化共生を
取り入れて連携するアイディアが出た。
n 拠点と外国人の居住・活動圏のずれ
² 場所が不便という声は聞いたことがなく、
ラウンジは駅近で便利だと考える。
n 日本語教室との今後の連携
² 日本語教育から、生活支援まで行う必要が
ある段階まできていて、生活ガイダンスも
含めた支援も検討していきたい。日本人と
のつながりや、地域に溶け込めるような生
活ガイダンス、生活支援や外国人コミュニ
ティとのつながりを強くしていきたい。
n 現状の課題として認識していること
² ニーズを的確に把握し適切な支援をするこ
とがこれからの課題であると考える。

4.2 横浜市国際交流協会へのヒアリング
表 3 横浜市国際交流協会へのヒアリングまとめ
横浜市国際交流協会（なか・みなみラウンジ運営）
n 国際交流ラウンジの取り組みについて
² 多文化共生の拠点として多言語での相談対応、各種交流活動の開催、通訳の派遣などを行って
いる。最近では町内会と連携して地域における多文化共生の推進事業を南区で始めた。
² 特に中華街に近いなかラウンジはその来訪者のほとんどが中国人である。
² 外国につながる若者（主に学生）の居場所や自己表現の場として「Rainbow スペース」を開設。
n 日本語教室
² 日本語教室のボランティアは必ずしも多文化共生という視点から活動しているわけではないた
め問題意識をもって支援をしている人がすべてではない。
n ラウンジや日本語教室の場所について
² 場所としては日本人側が活動しやすい場所が選ばれる。ラウンジに日本語教室が集まっている
のは事実で、それは毎週安定的に場所を借りられるからである。他の公共施設では日本語教室
が優遇されて利用すると他団体から不満の声が出てしまう。住み分けではなく多文化共生のた
めには地域に広げていく必要がある。
n 今後の展開
² 現在は関心がある人だけが地域で交流をしているが、多文化共生の実現には周囲の日本人を含
めて地域の課題として認識することが必要である。そのため、町内会と連携するなど地域に根
差した多文化共生となるための取り組みを模索している。
² なかラウンジの館長は中国人で、かつて支援をしていた子供たちが大人になりつつあり、今度
はその子供たちが次の支援者になるという人材の循環が起こっている。このような循環が持続
する環境設定を日本人側が行っていく必要がある。

4.3 日本語教室へのヒアリング
表 4 日本語教室へのヒアリングまとめ

日本語教室 J14,15
n 教室について
² 夜間の水曜教室と昼間の金曜教室の 2 拠点
で開催。水曜教室の通学者は 8~10 名程度で
支援者は 4 名。金曜教室の通学者は 10~15
名程度で支援者は 5 名。
² 通学者は南区に住む外国人や日本人配偶者
を持つ定住外国人、留学生。国籍、地域、
人種、宗教を問わない。夜間教室は少ない
ため、近隣の区や近隣市町村からの通学者
もいる。初級者を対象としている。より詳
細な属性は企業や学校で働く外国人、パー
トタイマー、留学生、ワーキングホリデー
来日者が多い。金曜教室は昼間教室である
ことから専業主婦、パートタイマー、求職
者が中心。
n 学習、交流、支援の実態
² 会話目的の学習中心の授業。季節に応じて
日本文化や習慣を取り上げ、授業とは別に
暮らしのルールや犯罪事件、災害などにつ
いて実生活に関連した題材を扱う。
² イベント、文化交流等の行事は行っていな
い。支援者個々人が主催して交流などを行
うことはあるが、宗教上の理由等で全員が
参加する行事は難しい。
² 就職転職相談、国家資格の受験対応、ある
いは在学証明の発行や保証人依頼があるが
保証人は断っている。また個人的に子供の
進路関連や通院問題、住環境や仕事上の悩
み、配偶者とのトラブルや離婚相談など家
族間問題を相談されることもあるが、適切
な機関に取り次ぐようにしている。
n 日本語教室の課題
² 人材の確保が難しいこと。
² 多文化共生は、地域の生活の中で地域住民
との交流の中で行われるべき。ラウンジに
ボランティア団体を集中化させているが、
南区にあってはみなみラウンジが中区との
境にあり、丘陵部からはバスも乗り継ぎが
必要で、夜間の利用はできず昼間勤務者や
学生生徒は土日に行くしかない。センター
化は必ずしも地域外国人定住者に利便性が
高いとは思えず、むしろ地域トラブル解消
のためにも区内各所にあるコミュニティハ
ウスなどへの分散化が望まれる。
n 今後の展開
² ボランティアの高齢化もあり規模の拡大は
考えていない。むしろ、南ラウンジ内の金
曜教室を整理して、希少な水曜夜間教室に
注力したいという声がある。
n 課題の解決策
² 在留期間が長くコミュニケーション能力の
高いオールドカマーに協力を仰ぐことが得
策。地域の隣人である外国人とどう向き合
うのか、という日本人向けの教育も必須。
n 小中学校等の公共施設の活用について
² 地域に根差した多文化共生としては有効で
あるが、人材不足のため中学校に一つくら
いがちょうどよいのではないか。
日本語教室 J 教 2
n 教室について
² 教会のホールで活動。学習者は 20~40 名ほ
どで国籍は様々。一回 100 円。支援者は
20~25 名ほど。
² 日本人と結婚した外国人妻等の社会適応を
支援する意図で開設したが、現在は多様な
人が通うようになった。
n 学習、交流、支援の実態
² 学習はレベル別グループレッスンで対話力
をつけることを目的としている。
² クリスマスパーティ、スピーチコンテスト、
遠足などの交流行事がたびたび催される。
² 相談は詳しく聞きすぎることはせずに適切
な機関に引き継ぐことを意識している。授
業が生活に役立つように工夫している。
n 日本語教室の課題
² 人材の高齢化で、支援の担い手が足りない。
² 日本語を教える側の技術に課題がある。
n 課題の解決策
² 仕事として確立することで担い手を増や
す。多文化共生を広げるに当たって小中学
校などの公共施設を利用するなどは有効。

日本語教室 J5,6
n 教室について
² 開催場所が２つあり、なかラウンジと地域
ケアプラザで展開。支援者は７人。学習者
は、ラウンジの教室で大体 20 人弱。学費は
無料。
² 支援者は女性が主婦で、男性はリタイアし
ている人が多い。ボランティアが多ければ
支援は充実するかもしれないが、場所の問
題がある。
² 学習者で継続的に来られるのは主婦層が多
く、大学生や日本語学校の生徒もいる。中華
街で仕事をしている人が休み時間に来るこ
とが多い。7〜8 割型中国で、韓国やベトナ
ム、ロシア、フィリピン、台湾で 1,２人来る。
国籍、地域、人種、宗教を問わない。
n 学習、交流、支援の実態
² 生活支援というのはほとんどない。難しい
相談を持ってこられても対処できない。相
談というのは複雑なケースもあり、片言の
日本語では意思疎通が怪しい。母語で相談
できるラウンジに取り次ぐべきだが、ボラ
ンティアが適切な引き継ぎ先を知っている
かは疑問が残る。生活情報の提供はテキス
トの中に生活について扱う回がある。
² 生活支援は行政から望まれることかも知れ
ないが、学習者も日本語教室にそこまでの
ことを期待していない。日本語教室に生活
支援を求めるとするならば、指導や研修を
実施しなければならないが、行政から指導
されるほどの責任は負っていない。
n 日本語教室の課題
² 場所の安定的な確保。ラウンジの場合毎週
借りられるが、
横浜市の公共施設は月に 3 回
しか借りられないため毎週の実施が難し
い。他の団体が日本語教室だけ回数が多く、
不公平だという声もある。公共性の高い活
動をしているので、場所の保障がほしい。
n 今後の展開
² 学習支援拠点ができ、市民向けの日本語教
室を開催する場を提供していただければと
思っていたが、教育委員会の所管であるた
め異なる趣旨の施設である。管理側はどこ
も一団体という見方だが、これから行政が
主導していく中でボランティアに頼らざる
を得ないのであれば、それなりの支援があ
ってほしい。また、行政の枠に入れられるこ
となく活動したいと考える団体もある。
n 課題の解決策
² 子供の教育がらみで日本語を必要とする状
況になった人は多い。学校の中に日本語を
学ぶ場所ができ、そこで子供も保護者も共
に日本語を学ぶということは非常にスマー
トである。学区に一つは大げさかも知れな
いが、中学校に一つあれば良い。
² ボランティア日本語教室は自発的に生まれ
てきたものだから、俯瞰的にみて必要性を
見出して教室を開設するなら行政の協力と
日本語教室間の連携も必要。
日本語教室 J2
n 教室について
² なか国際交流ラウンジで開催。学習者は 30
人程が登録し、来るのは 20 名程。支援者は
15~20 名。クチコミで来る学習者が多い。
n 学習、交流、支援の実態
² 週一回の日本語学習では上達は望めない。
テキストを用いながら、簡単なコミュニケ
ーションの練習を行う。マンツーマンがほ
とんどだが、国籍や日本語レベルが同じ場
合はグループの場合がある。
² イベントは年一回のスピーチコンテストく
らいで、教室外での交流イベント等はない。
² 学習が本目的ではなく、日常生活の相談な
どが主である。なるべくマンツーマンで日
本語を教える中でその人に合った内容で生
活情報などを提供している。
n 日本語教室の課題
² ボランティア団体として、できる時にでき
ることをしているため問題意識は薄い。
² 人材の高齢化は問題である。
n 課題の解決策
² インターナショナルスクールや日本語学校
と連携すれば多くの外国人と交流できる。

市は受入環境を整備するうえで、日本語教室の活
用を考えているが、日本語教室は現状では一ボラン
ティア団体であるが故に場所と人材の確保が困難で、
多文化共生の大きな一役を担うことは難しい。人材
の課題に対しては、オールドカマーが日本人と外国
人を結ぶ優れた人材となりうる可能性が指摘された。
場所の確保の問題に関連して、NPO の利用可能施
設がラウンジや母体（教会）の施設に限られるため
に特定の場所に集中してしまい、外国人が支援を受
けることが困難なケースが挙げられた。また、支援
者と外国人のみが関わることになり、日本人住民も
関わる地域に根ざした多文化共生とならない。地域
の住み分けではなく多文化共生を実現するためには、
外国人と地域の人に問題が生じやすい学校や地域ケ
アプラザの活用が望まれ、模索されている。
こうした場を設けることに加えて、日本人と外国
人のコミュニティ・団体同士の繋がりが今後の新し
い多文化共生の取り組みを創出する土台になりうる。
6. 結論
現在は各主体が各々の持ち場で多文化共生への取
り組みを行なっているが、一側面からは満たすこと
が難しい外国人の切実なニーズに対しては各主体の
連携が重要であり、行政が主導していくうえで NPO
などの現場で活動している団体等を場所と人材の両
側から適切に支援していくことが必要である。
それらの主体のうち、多文化共生の場として現在
最も外国人と接している「日本語教室」は、より地
域に根ざせる場所にあるべきで、特定の人（外国人
と支援者）が利用するラウンジ等への集約は交流を
限定的にしてしまう恐れがある。
地域における草の根の交流を生み出すためには、
様々なシーンで利用されている公共施設等を活用し
た多文化共生の活動が有効である。
これらの各主体の連携、共生拠点の分散化、多様
なシーンでの多文化共生活動の導入が多文化共生都
市の支援・交流拠点のあり方として望まれる。
参考文献
1. 神奈川大学人文学研究所(2008)、「在日外国人と日本社会のグローバル化―神
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2. 横浜市政策局(2014)、「横浜市外国人意識調査」
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秋葉原の活気の実態に関する研究
建物用途・規模・築年数に着目して
1663087 高橋 良
指導教員 高見沢実教授 野原卓准教授 尹莊植助教

対象エリア・分析項目

研究背景・目的

表 2：分析項目

秋葉原は東京の盛り場の  つとして有名だが、この

対象エリアを、秋葉原駅

場所が醸し出す雰囲気は渋谷や新宿などと比べると

を中心とし、道路や河川

どこか異質である。電子部品店の店内では大量のパ

によって隔てられる約

ーツが所狭しと並べられており、大通り沿いの建物

600m 四方のエリアとす

の壁面は美少女ゲームの広告で溢れかえり、道のい

る(建物数 705 棟。このう

たるところではメイドさんがチラシ配りをしている。

ち何らかの系を含む建物

これらの商品・サービスは、時代の様々な文脈で登

は 417 棟)。またエリア内の建物の表 2 の要素に着目

場し相互に影響し合いながらこの場所を舞台に繁栄

し、複数の要素を掛け合わせつつ分析を進める。

衰退を繰り広げてきた。そこで本研究では、建物用

建物用途・規模・築年数のデータ分析

途と、建物の規模・築年数に着目し、絶えず変化を

建物規模の分析
中央通り沿いや 2003~2006 年に行われた駅前再開

繰り返す、エネルギーに満ち溢れた秋葉原という場
所の、「活気」の実態に迫ることを目的とする。

発エリアに大規模な建物が多い。

研究方法

建物築年数の分析
中央通りから西側、エリア北側に古い建物が多い。

文献調査をもとに秋葉原の建物用途を分類し現地
調査、建築計画概要書の調査を行う。得られたデー

建物規模×建物築年数の分析
新しい建物ほど大規模な建物の割合が大きい。

タを分析し、.建物用途・規模・築年数の特徴を明ら
かにする。さらにクラスター分析を用いて秋葉原の

建物用途の分析

建物類型を導き、より複合的な特徴を明らかにする。

電気系：1 階の分布が半数近くを占める(図 3)。集積

建物用途の分類

度は低い。家電量販店タイプは中央通り沿い(人通り

 秋葉原に活気をもたらすと思われる建物用途を、

の多い表側)、電子部品店・中古パソコン店タイプは

用途の出現時期、利用者の性質、現地調査の印象に
より 6 つの「系」に分類する。各系はさらに 2~4 の
「タイプ」に細分化する(表 1)。
表 1：建物用途の分類

500

400

床数(⾯)

300

200

100

ホ

ビ
ー

系
飲
⾷
系
電
気
系
イ
萌
ン
え
バ
系
ウ
ン
ド
ア
系
ダ
ル
ト
系

0

図 1：系別床数
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図 2：ホビー系地図分布

表 3：クラスタークロス集計表

電気系
ホビー系
アダルト系
萌え系
インバウンド系
飲⾷系
0%

10%

地下1階

20%
1階

30%
2階

3階

40%
4階

50%
5階

60%

70%

6階

7階

80%

90%

100%

8階以上

図 3：系別階分布

中央通りから西側(人通りの少ない裏側)に多い。

訳を見て代表的な建物類型を決定する(表 4)。低層階

ホビー系：系全体の床数が大きい(図 1)。中央通り沿

に飲食系、高層階に萌え系の組み合わせが目立った。

いに特に多い(図 2)。一つのホビー店が複数のタイプ

また中央通りから西側の建物は用途が多様だった。

の商品を取り扱うケースが多く、タイプ別の地図分

7. 結論

布にはあまり偏りがない。

 エリア全体で見ると、ホビー系と飲食系の床数が

アダルト系：上層階に多く(図 3)アダルト専門タイプ

大きい。インバウンド系は大規模な新しい建物に多

は集積度が大きい。中央通り沿いにはホビー従属タ

く萌え系は小規模の古い建物に多い。電気系・飲食

イプ、昭和通り沿いはアダルト専門タイプが多い。

系は 1 階の分布が多く集積度が低い。一方アダルト

萌え系：中央通りから西側と上層階に多い(図 3)。

系・萌え系は上層階に多い。用途同士では低層階に

インバウンド系：秋葉原駅南側に多く分布する。ホ

飲食系、高層階に萌え系の組み合わせが多い。

テルタイプは集積度が大きい。免税店タイプは中央

場所ごとに見ると、駅の南側は上から下までホビ

通り沿いなど目につきやすいところに多く立地する。

ー系で占められた建物が多い。中央通り沿いの南側

飲食系：床数が大きい(図 1)。1 階の分布が半数近く

では大規模な電気系の家電量販店タイプやインバウ

を占める(図 3)。集積度が低い。

ンド系の免税店タイプが目立つ。中央通りを北上す

 建物用途×建物規模の分析

るにつれて段々建物規模は小さくなっていき、ホビ

萌え系は小規模の建物、インバウンド系は大規模

ー系の店が通りを埋め尽くしていく。その間を縫っ

の建物に多く含まれる傾向がある。インバウンド系

てアダルト系のホビー従属タイプや飲食系が点在す

はホテルタイプの平均床面積が大きく、これが系全

る。中央通りを西に外れると、低層階では電気系の

体に影響している。

電子部品店・中古パソコン店タイプや飲食系が多く、

 建物用途×建物築年数の分析

古い建物の上層階には萌え系が多い。ホビー系の店

電気系、萌え系は築 30 年以上の建物が多くインバ

は裏通りでも目立つ存在である。一方、東の昭和通

ウンド系は築 30 年未満の建物が多い。萌え系は裏側

り沿いではアダルト系のアダルト専門店タイプが多

の上層階の建物に多いことからも、賃料の安い建物

い。また駅前再開発エリアには大規模な高層ビルが

に入る傾向があるといえる。インバウンド系は近年

立ち並び、エリア北側は小規模な古い建物が密集し

急増する外国人観光客の需要を反映している。

ている。


建物類型の分析
まず建物用途(系別床数)、建物規模(地下+地上階
数、床面積)でそれぞれクラスター分析を行いクロス
集計する(表 3)。次に一定のルール(3)に則ってクラス
ターを選抜し(表 3 の①〜⑧)系の階分布、築年数内
表 4：建物類型

(1)建物の、特定の用途が含まれる床の数のこと(図 5)。
(2)集積度(面/棟)＝床数/建物数
(3)各用途クラスターで建物数が上位 2 位以内かつ建物数 5 以上の規
模クラスターを抽出し、さらに上位 2 組が 1 と 2、3 と 4、5 と 6、の
いずれかであった場合、2 位の規模クラスターを類型化から除外する。
用途クラスターD(無個性型)は、何らかの系を含む床が少ない建物で
構成されるクラスターなので、類型化では除外した。
主な参考文献
1.   三宅理一(2011)「秋葉原は今」(芸術新聞社)
2.   森川嘉一郎(2008)「趣都の誕生  萌える都市アキハバラ  増
補版」(幻冬舎文庫)

図 5：床数の数え方
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商店街周辺店舗固有の魅力の実態に関する研究
―新潟市古町地区を対象に―
1663091
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高見沢実教授

静瑠

尹莊植助教

くり」の街であったということが言える。２年代を

まちの中心市街地は、一本のメインストリートが

比較すると、依然と商店街に店は集中しており服系

あるだけでなく、その周辺に個性があるものである。

が多いが、2019 年は飲食系がかなり増えており、周

そこは周辺であるからこそ、買うことだけをメイン

辺は特にマンション、ビル、駐車場が増えている。

としない多様な新たな形態の店舗が生まれる場所で

3.3

あり、メインストリートとその周辺が一体であるこ

3.2 において商店街店舗は通りから街区の約半分ま

とがまちの魅力である。本研究では、そうした周辺

でに集中している。これは「古町通」という町名範

にある個性ある魅力的な店舗に着目して、その魅力

囲と概ね一致する。また 3.1、3.2 より古町通とその

がどこにあるかを明らかにすることを目的とする。

周辺では状況が異なるので、古町通内にある建物＝

古町は中心を商店街である古町通 1～9 番町が貫

商店街店舗と商店街周辺店舗の境界

商店街店舗、それ以外＝商店街周辺店舗とする。

いており、本研究では特に周辺部に個性的な店舗の

3.4

多い古町 1～4 番町通近辺を対象とする。

商店街周辺総建物数は 330。このうち住宅のみ/用途

2. 研究の構成

不明建物を除くと 134 で、
総テナント数(事務所含む)

商店街周辺店舗調査

まず文献と 1960 年・2019 年の住宅地図により古

は 250 であった。このうち法律系事務所、建築系事

町の状況、商店街とその周辺の境界線を明らかにし、

務所を含む事務所が最も多く、48％を占めている。

商店街周辺店舗を抽出する。次に商店街周辺店舗の

その他を除き、続いて飲食系/雑貨系が多い。(図 1)

調査を行い、個性的な店舗を抽出しヒアリング調査

4. 4 店舗の抽出

を行う。最後にヒアリング調査をもとに商店街周辺

商店街周辺店舗の中から個性ある店舗を抽出する。

店舗の魅力の実態を分析する。

134 建物のうち住居/事務所中心・チェーン店入を除

3. 商店街周辺店舗の抽出

き、テナント数・種類が比較的多く活動が見える 11

3.1

店舗を抽出した。(表 1)この内、ゆったりとした雰囲

古町の歴史

古町は江戸時代前半に堀とともにできた町人地で、

気と建物の味わいがあり、建物全体が活発に使われ

古町通は 1000 軒を超える町屋が建ち商人・職人が集

ているたけうち画廊、西堀ゆきわ、医学町ビル、エ

まり、一本外れた西堀通は通り沿いに寺の並ぶ寺町

ディターズカフェの 4 店舗を抽出した。(表 1①-④)
表 1．11 店舗概要

通であった。明治時代に入り近代化が進み、初代県
庁の設置、白山公園の開設と続き、西堀側では官庁
街化が進んだ。商店街では 1980 年代から郊外大型店
舗の進出等による空き店舗化が進んでいたが、2000
年代に上古町では若者による活性化に成功している。
3.2

1960 年と 2019 年の住宅地図の比較

図 1．テナント調査結果

1960 年は衣類系、商店系、家具系があるだけでな
く、工場、倉庫、材料系（材木店等）があることが
特徴的であり、特に商店街周辺に多い。これは、か
つて古町は材料から物を作り、売るという「モノづ

図 2．4 店舗位置図
※灰色部が周辺部
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野原卓准教授

田代

5. 4 店舗へのヒアリング調査・分析
5.1

（2）

建物を生かそうとする関係者の関わり方

建物の歴史を見てきた個性あるオーナーが関わり

ヒアリング調査

ヒアリング調査は、主に店主とオーナーに行う。ヒ

ながら、テナントが、自らがプレイヤーとして自分

アリングの際は、建物の歴史、出店までの流れ、店

の力を活かしている。さらに、多様な分野の人々が

主の思想、オーナーと店主・その他関係者の関係、

緩くつながりをもち、互いを補完し合いながらそれ

店主とお客さんとの関係に着目する。(表 2)

ぞれの持つ課題解決にも繋がっている。

表２.
たけうち画廊(1F)

ヒアリング調査概要
西堀ゆきわ

医学町ビル

エディターズカ

（3）

フェ(2F)

自由にゆったりと過ごす場の育成

儲けたいわけではないという店主、関係者らの思
想があり、それらは、内部の空間・立面・プログラ

外観

ムに表れている。それが結果として、お客さんの来
ギャラリー/雑貨/カ 2F子供おもちゃ専門 1Fイベント開催(フ
画廊

店舗概要

お昼のみ弁当屋

フェ/居酒屋/図書館 店/家具/共有スペー リマ/ライブ)/会議,
/スロースクール/貸 ス(ＷＳ/展覧会)3F

撮影2Fエディター

室(週1で精神障害者 建築事務所/デザイ

ズカフェ3F㈱テク

自助グループ,外国

ン事務所/フォトス

スファーム(広告デ

籍住民サポート会)
2018年9月
102年

タジオ

ザイン事務所)
2014年
2014年10月
45年
54年
活版所(別建物)→跡
左官学校→㈱電友
フランスパン屋?(別
志賀家町屋→A氏→ 地に商業用ビル(事
建物用途の変遷 舎本社→弁護士事
建物)→?→2F音楽
B氏→[現在]
務所系)→[現在]
務所等→[現在]
バー→[現在]
1986年
40年以上

出店時期
築年数

㈱電友舎

オーナー
店主・事業主

(夫婦/奥さんは弁
当担当)
新潟に移り住み、
画廊をしようと思
い。西堀が静かで

出店経緯

志賀氏

(ビルは元本社)
竹内氏

良かった。弁当は
福祉施設知人に給
食の手伝いを頼ま
れて自分達でも.
弁当屋で近くの飲
食店の厨房を借り

店主・事業主と れなくなった際
オーナーの関係 に、ビルの厨房を
借りたいと話した
際、快諾.

志賀氏
(建築士/絵/童話)

㈱新潟活版所3代目
渋谷氏
越人会
野の知人9人で結成)
渋谷氏がマンション

で。町屋が好きで,

開発の話も断りビル

道後の町屋(町屋改

を残し活用したいと

装のカフェ兼ギャラ 思っていた際、画家
リー)を見ていいな

の奥さんを通じ亀貝

と思っていた.改装

氏(デザイン事務所/

は自分で行った.

越人会)に相談.

で、何でもOK.
ギャラリー・雑貨は
月3万と安く棚を貸
す.

常谷氏

(ビル活用の為多分 (DJ88(古町)店主/㈱

建物を所有したの

店主=オーナなの

県外在住個人の方

レルヤ店主がハワ
イ移住をきっかけ
に、知人で向かい
に事務所がある㈱
テ(飲食店経営経験
なし)に使わないか
と誘った.

させてくれた。初期 て一棟貸で契約(㈱
の共有スペース利用 テ)/躯体を残せば
(越人会)は賃料なし. 床・天井・壁は抜
いてOK.

ペースを安く借用可

どのような場に ゆっくりしながら コミュニティを作れ 家にいるみたいにく イベント等を通し
したいか
お客さんの

観てほしい

る場

絵とは関係のない 様々。寝る人もいる

来訪目的/滞在 おしゃべりが多/1 /長(コーヒー一杯で
時間

5.2

時間以上が多

何時間でも滞在可)

つろげる場
様々.イベント多/

て色々な人が集ま
夜飯、飲み、イベ

様々(krtekはしっか ント/様々.イベント
り遊んで買う方が多 がある時は朝4時ご
く3時間も)

（4）外部の人を巻き込んだ創造的な場づくり
店側が共有スペース等外部の人が参入しやすいハ
ード面での余白を設け、外部の人の新しい発想を取
り入れながら自分達だけでは成り立たない常に変化
する表現の場をつくっている。
（5）不動産としても成り立たせる工夫

テの知り合い)
音楽バークラブハ

ビルの活用を自由に 不動産会社を介し

テナントは共有ス

店目的・滞在時間にも表れている。

ろまでも.

ヒアリング調査結果分析

ヒアリング調査結果から、以下の５つのポイント

イベントを開く共有スペースがほしい、弁当屋を
したい、自分たちの活動が見える場所にしたいなど
の想いが実際の事業となるための工夫の特徴として、
店主自身がオーナ―であること、オーナーの協力、
建物の最大限の活用、テナント・イベント参加者に
も有益な事業を行うことが挙げられた。
6.

結論
商店街周辺店舗の魅力は、中心市街地の中でも周

辺部であることによる様々な影響を受けてきた中で
それぞれの建物が持つ固有のストーリーを大切にし、
自由で個性ある人々が、儲けることを目的とせず、
互いを補完し助け合うように緩くつながりながら

が 4 店舗の魅力の実態であると考えた。

個々の強みを生かし、商店街にない自由に過ごせる

（1）

場や、多様で新しい活動が起きる場所を、店舗とし

建物がもつ物語とその生かし方

モノづくりの街であったが、近代化により官庁街

て成り立たせながらつくっているところにある。

化するという周辺の歴史環境の影響を受けている建

それは、商店街に足りない部分を補っており、こ

築物たちが、周辺部であることにより空きビル化し

うした店舗の存在はまち全体を豊かにする重要な一

つつも、オーナーが絡む建築物そのものが有するス
トーリーを活かした再生をしている。そしてそれら
は外観をうまく残したリノベーションで歴史的な味
わいを残しながらも、モノづくりという地域の個性
を受け継ぎつつ新たなクリエイティブな場となって
いる。

員であると考える。
参考文献
1.大図健太郎、岩佐明彦、田沢孝紀(2011）「地方都市におけるリテールクリエイ
ターの環境形成‐新潟市上古町商店街を対象として‐」『日本建築学会学術講演
梗概集』E-1 巻 PP 1049-1050
2.
雨宮渓太(2015)「 EDGE 店舗の空間特性に関する研究‐住宅地が商業地化
する瞬間の変容の魅力とその可能性‐」(横浜国立大学卒業論文)
3.森本舞香(2016)「地域再 生に向けたストック活用の初動期 における展開 プロセ
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商店街の歩行空間における個々の建物や街路による街並みの調和についての研究
―横浜市中区関内地区の馬車道を対象として―
1663111
指導教員
1.

高見沢実教授

野原卓准教授

中西

豊

尹莊植助教

その結果、(ⅰ)では色・素材・屋外広告物の占有率、

本研究について

街並みの魅力向上に向けた取り組みは現在までに

(ⅱ)では色相・明度・素材が一定の範囲にある程度

多くの地域や地区で行われており、街並みの魅力向

集中しており、他の構成要素は幅広く見られた。対

上が通り全体の価値や魅力の向上にも繋がっている。

象への分布を見ると、幅広く見られる構成要素に加

特に、商店が多く立ち並ぶ通りでは、通りの活性化

え、一定の範囲に集中している構成要素も対象への

に向けて街並みの魅力向上は重要視すべき目標だと

分布の様子がそれぞれ異なることから、全体ではあ

考えられ、実際の街並みとしては、建物や店舗の持

る程度のまとまりは持ちながらも、１つ１つの対象

つ賑やかさや個性が失われないような、個々の様相

で見ると多様な様相を示していることがわかった。

がある程度の多様さを保ちながらも通りの調和を感

3.

じられるものが望ましいと考えられる。

歩行空間の調和に関する分析

街並み及び街路景観に関する既往研究を参考に、歩

本研究では、そのような調和した街並みを感じられ

行空間における鉛直面・水平面について、その相隣

る馬車道を対象地として、その調和の実態について

関係において対応する構成要素の類似と感覚的な調

分析し、商店が多く立ち並ぶ通りにおける街並みの

和の評価との関係性について分析を行うこととした。

魅力づくりについての示唆を得ることを目的とする。

3.1

研究の方法としては、１章で研究背景・目的・方法

相隣関係による分類

隣り合う各構成面の組合せについて、①～④を対象

について述べる。２章では馬車道の街並みを構成要

に、その相隣関係を見ることとした(下図)。

素に分けて調査を行い、その実態について把握する。

前後に連続する鉛直面

地面レベルで交差する鉛直面と水平面
③沿道ファサードと ④沿道ファサードと
歩道レンガ舗装部分
セットバック部分

①隣り合う沿道ファサ
①隣り合う沿道ファサード同士

３章では調査結果を基に分類を行い、それに対して
調和の評価を行うことで、歩行空間の構成要素と調
和との関係性を分析する。４章では、調和と評価で

左右に連続する水平面

きた部分と街並みの実態を重ね合わせ、その関係性

図２ 隣り合う各構成面 ①及び②

についても分析する。最後に５章で馬車道における

素材・開口率につい

馬車道の概要と歩行空間の実態調査

歩行空間における街並みについて、鉛直面と水平面
の構成面に分けて考えることとした(下図)。鉛直面
では構成面(ⅰ)、水平面では構成面(ⅱ)及び(ⅲ)がそ
れぞれ考えられたため、これらを調査対象とし、そ
れぞれにおける構成要素を調査項目※1 とした(下表)。
表１ 調査対象と調査項目
調査対象
(ⅰ)沿道ファサード
(ⅰ) 沿道ファサード
鉛
鉛
直
面
直
面

(全44箇所)
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調査項目
色(色相・明度・彩度)
素材
開口率
屋外広告物の占有率

(ⅲ)) 歩道レンガ舗装部分 (ⅱ)セットバック部分
(ⅱ) セットバック部分

図１

(西側20箇所、東側24箇所)

水平面
水平面

調査対象

(西側11箇所、東側18箇所) 色(色相・明度・彩度)
(全29箇所)
(ⅲ)歩道レンガ舗装部分

素材

図３ 隣り合う各構成面 ③及び④

既往研究における設定方法や考察12を参考に、調査

を行った各構成要素の中で、色（色相・明度・彩度）
・

街並みの調和の実態についてまとめる。
2.

②セットバック部分と歩道レンガ舗装部分

て、それぞれの相隣
差において類似とす
る範囲を設定し、そ
れを基に分類を行っ
た。その結果、①：

色
色の三要素
色相差
明度差
彩度差
10 以内
1以内
1以内

素材

開口率

色相の類似 明度の類似 彩度の類似

色
a 色相の類似 明度の類似 彩度の類似

共通の素材 開口率差

b 色相の類似 明度の類似
c 色相の類似
d

のもの

10% 以内

彩度の類似
明度の類似 彩度の類似

a ～ｄのいずれかに該当するもの

図４

色の類似

素材の類似 開口率の類似

類似による分類の方法

全 39 組中 31 組 ②：全 29 組中 16 組 ③：全 32 組中
15 組 ④：全 12 組中 1 組が、それぞれ何らかの構成
要素が類似しているものに分類できた。
3.2

類似による分類と調和との関係性

3.1 で類似と分類できた組について、実際の歩行空
間でもその様相が近くなっている状態を、相隣関係

②セットバック部分と歩道レンガ舗装部分の相隣関係 類似による分類

①隣り合う沿道ファサード同士の相隣関係 類似による分類

③沿道ファサードとセットバック部分

相隣関係

類似による分類

色の類似
E-22－E-23

W-8－W-9

W-11－W-12

E-2―ES-2

W-2－W-3

ES-14―歩道

E-6－E-7

E-7－E-8

W-3－W-4

E-16－E-17

E-18－E-19

E-3－E-4

E-13－E-14

E-5－E-6

E-15－E-16

E-17－E-18

E-1－E-2

E-2－E-3

E-19－E-20

E-10－E-11

W-16－W-17

E-4－E-5

W-10－W-11

E-11－E-12

E-14－E-15

E-8－E-9

W-17－W-18

E-12－E-13

E-20－E-21

W-4－W-5

ES-5―歩道

WS-2―歩道

E-23－E-24

W-1－W-2

W-5－W-6

W-7－W-8

W-9－W-10

ES-17―歩道

WS-6―歩道

ES-8―歩道

WS-7―歩道

WS-9―歩道

WS-1―歩道

WS-4―歩道

WS-5―歩道

WS-8―歩道

素材の類似

W-13－W-14 W-18－W-19

図５ ①の相隣関係 類似による分類と調和との関係

ES-3―歩道

ES-2―歩道
ES-9―歩道

ES-16―歩道

ES-18―歩道

図６ ②の相隣関係

W-14―WS-7

E-4―ES-4
E-5―ES-5

E-19―ES-12

E-6―ES-6

W-20―WS-11

E-9―ES-8

W-18―WS-10

ES-4―歩道
ES-10―歩道

ES-12―歩道
WS-10―歩道

ES-6―歩道
ES-15―歩道
WS-11―歩道

類似による分類と調和との関係

E-1―ES-1

W-15―WS-8

W-3―WS-3

素材の類似

ES-1―歩道
ES-7―歩道

W-5―WS-5

WS-3―歩道

色の類似

開口率の類似 W-12－W-13 W-14－W-15 W-15－W-16
E-9－E-10

ES-11―歩道 ES-13―歩道

E-11―ES-10

E-3―ES-3
E-8―ES-8
E-10―ES-9

E-20―ES-14
E-21―ES-15

E-22―ES-16

素材の類似

色の類似
E-12―ES-10

E-14―ES-11

E-19―ES-13

E-23―ES-16

E-24―ES-18

W-1―WS-1

W-2―WS-2

W-4―WS-4

W-6―WS-5

W-8―WS-6

W-13―WS-7

W-16―WS-9

図７ ③の相隣関係

類似による分類と調和との関係

での調和とすると、組合せ①～③について、それぞ

面(ⅱ)のセットバック部分で、②の調和や③の調和

れ、主に複数の構成要素が類似している組について、

に繋がっているものが通り全体に多く見られた。
エリア別で分布の様子を見ると、北側では①の調和

その大半が調和していると評価できた(上図斜線部)。
これについては、分類を行ったそれぞれの構成要素

をはじめとして①～③の調和が多く見られ、街並み

が実際の様相に影響を与えていることから、１つの

としては、歴史的建造物と、それに連続する周囲の

みではなく複数の構成要素が類似することで、より

ファサードが調和している様子等が見られた。南側

その様相が近いものになると考えられた。

では②及び③の調和が多く見られ、街並みとしては

4.

街区の沿道側を一つの建物が占める、大規模な建物

調和と街並みの実態との関係性の分析

組合せ①～③で調和していると評価できた組(上図
斜線部に該当する組)に対して、それらの分布と通り

のセットバック部分でそのような調和が見られた。
5.

馬車道の街並みでは、その構成面の相隣関係での調

との関係性についての分析を行った。
隣り合う沿道ファサード同士の調和

和が見られ、それらは主に複数の構成要素が類似し

（①の組合せの調和）
セットバック部分と

ていることと関係していた。また、相隣関係での調

歩道レンガ舗装部分の調和

和の分布と馬車道の通り全体との関係を見ると、組

（②の組合せの調和）
沿道ファサードと

み合わせ毎の調和の分布が上手く重なり合い、通り

セットバック部分の調和
（③の組合せの調和）

結論

※

全体に分布していた。また、個々の構成面では、あ
る程度のまとまりを持ちながらも多様な様相となっ
ていることもあり、多様さを持ちながらも調和が感
北側エリア

南側エリア

※ 調査当時に建築物の建設中
で今回は調査が行えなかった
ため、
沿道ファサード及びセッ
トバック部分からは除外した
トバック部分からは除外した。
図８

調和している組の分布 ①～③全体

組合せ①～③の調和を全体で見ると、それぞれが
所々重なり合いながらも、通り全体に分布していた。
組合せ別で見ると、②セットバック部分と歩道レン
ガ舗装部分(左右に連続する水平面同士の組み合わ
せ)の調和が、西側の通りをはじめとして通りの南北
に広く現れていた。①の調和は主に通りの北側、③
の調和は東側の通りに分布していた。
構成面別で調和している組の分布をみると、構成

じられる街並みが通り全体に広がっていた。
また、構成面の組み合わせ別で見ると、セットバッ
ク部分と歩道レンガ舗装部分の調和が通りの南北に
広く分布している。これらが、歩道のレンガ舗装が
南北に続いていることと相まって、歩行者が連続的
に感じる街並みにおいて通り全体としての一体感や
調和を生み出していると考えられる。
※1

調査項目における開口率及び屋外広告物の占有率とは、沿道ファサー
ドの全面積に対する開口部及び屋外広告物の占める合計の面積の割合を
表し、開口部及び屋外広告物とは、それぞれ下図に含まれるものとする。
主な参考文献(脚注番号と対応)
1

木多道宏、奥俊信、舟橋國男、鈴木毅、小浦
久子「街路景観における色彩の心理効果―連続
する建物群の基調色および単一建物の強調色
の変化と「まとまり」評価等との関係―」日本
建築学会計画系論文集第 522 号、PP 239-246,1999
年8月
2
槇究、山本早里、飯島祥二、武藤浩「街路景
観評価における色彩調和論の有効性の検討」日
本色彩学会誌 21(2)、 PP 62-73,1997-05

開口部

出入口
及び
壁の無い部分

窓

屋外広告物
壁面看板

広告物用
屋外映像装置
日除け

図９

開口部と屋外広告物
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まちづくり拠点の機能と新たな役割の可能性に関する研究
―横浜市を対象として―

5$  小川明穂
指導教員  野原卓准教授 高見沢実教授

１．序章                      1-2
  論文の構成
1-1 研究背景/目的/方法

 二章では日本のまちづくり拠点、三章では横浜市の

 昨今中心市街地や団地など様々なエリアで、まちづ

まちづくり拠点の変遷や特徴、機能を整理分析する。

くり拠点を介した活動が注目されている。まちづくり

三章の結果から抽出されたみなまきラボの詳細分析を

を行う場が存在することで活動の認知度や参加しやす

四章で行い、五章で総括を行う。

さが上がる等メリットがある。近年では少子高齢化に

２．日本のまちづくり拠点                 

伴い子育てや介護など各種事業の展開、行政や民間企

2-1 まちづくり拠点とは

業の連携などが進み、事業内容等再考の必要がある。

 本論文ではまちづくり拠点の定義を拠点の持つ機能

 特に横浜市においては地区センターや地域ケアプラ

によって定めることを試みる。既往研究⑴～⑶参考文

ザ等の横浜市固有なものからコミュニティカフェまで

献⑷を参考に、まちづくり拠点の持つ機能を４つのま

様々な拠点が存在する。一方で、まちづくり拠点の定

ちづくり拠点必須機能（この中でいずれかを持つもの

義や、持つ機能は明確になっておらず、横浜市の各拠

をまちづくり拠点と呼ぶ）と  つのまちづくり拠点付

点を体系だって整理したものは存在しない。

加機能（まちづくりを行う上で付加価値となる）と設

 また、横浜市にはみなまきラボという公民学連携で

定し、それ

相鉄いずみ野線沿線のまちづくりを考えるエリアマネ

ぞれの機能

実験的拠点として注目を集めている。

の事業を表

 本論文では特にまちづくり拠点の持つ機能に着目し、  にまとめ
定義を明確化、変遷の整理を文献調査より行った後、

た。これ以

横浜市内の各拠点へアンケート調査を行う。これによ

降、まちづ

りまちづくり拠点の現状や機能、役割を明らかにする。

くり拠点必

さらにこの結果から発見された新たなタイプのまちづ

須機能を持

くり拠点であるみなまきラボへのヒアリング調査から

つと思われ

これからのまちづくり拠点の在り方に対する示唆を得

る拠点につ

ることを目的とする。

いて調査分



析を行うこ

表 1 アンケート調査/ヒアリング調査概要

送信日～返信期限

横浜市内の地区センター/コミュニティハウス/地域ケアプ

アンケート調査



送信先



法




ヒアリング調査




2019/11/5～2019/11/30
ラザ/地域子育て支援拠点/区民活動支援センター/図書館/
コミュニティカフェ/創造界隈拠点/その他

返信数/送信数
アンケート配布方
ヒアリング日時

146件（30.4％）/481件(まちづくり拠点と思われる施設）
拠点ごとに郵送にて配布。それぞれ拠点の様子を普段から
見ておられて、運営、具体的な活動等に関してよくご存知
の方に記入していただいた。

①2019/12/18

②2019/12/19

みなまきラボでの活動をよくご存知の方へヒアリング調査
ヒアリング対象

の依頼を行った。
①株式会社相鉄ビルマネジメント

遠藤氏

②株式会社オンデザインパートナーズ

まちづくり拠点必須機能

を 指 す 

情報発信
まちづくり
活動支援
自らまちづ
くり事業推
進

1まちづくり情報の発信
2地域住民や地域団体からのまちづくりに関する相談にの
る
3地域住民や地域団体へまちづくりに関する支援
4まちづくりを実際に推進する団体への支援
5地域のまちづくりを考えるイベントの開催
6これからの地域に関する議論
7地域をよくするための、まちのルール作り
8地域をよくするための、まちの空間整備
9講習会、勉強会の開催

人材育成

10展示室、図書室などによる郷土文化発信
11ギャラリー空間として作品などの展示
12周辺公共空間（公園など）を用いたイベントの開催

市民交流

13交流イベントの開催
14近隣住民や関連企業によるイベントの開催

まちづくり拠点付加機能

ジメント拠点がこれからのまちづくりを考える新しい

表 2 まちづくり拠点の機能

まちづくり

福祉サービ
ス
収益活動

15福祉サービス（子育て）
16福祉サービス（高齢者）
17福祉サービス（障害者）
18小物・雑貨販売
19飲食提供・販売
20まちづくりに関する専門家との連携

外部連携

21公民学の協力による活動
22学生との連携による活動

ととする。

防犯活動

23まちの防犯活動

2-2 日本の

美化活動

24まちの美化活動

場所貸し

25利用者への場所の貸し出し

まちづくり拠点変遷
戦後の公民館設立以後、行政主体の拠点のテーマが
社会教育、生涯学習、地域福祉、地域の課題解決と変
化していく中で、様々な拠点が登場していった。近年

西大條氏

A study on functions and new roles of town development bases -Case study on Yokohama CityAkio OGAWA (Supervisor : Taku NOHARA, Minoru TAKAMIZAWA)
town development bases, function, public-private-academic partnership, Yokohama City,
68

では福祉・環境等のテーマを持ったものやコミュニテ

横浜市市民局が支援を行っていった点、創造都市政策

ィカフェなどの民間主体の拠点が増加し、アーバンデ

の一環で整備された創造界隈拠点など、横浜市ならで

ザインセンターと呼ばれる公民学連携で自らが主体と

はの拠点や設立経緯が存在する。現在横浜市内に行政

なり事業を推進するような拠点も生まれている。

型が約、
民間型が約自治型が約 存在する。

2-3 主体による分類

3-2 横浜市のまちづくり拠点のもつ機能

 まちづくり拠点は公民館など行政主体の『行政型』
、
民間主体の『民間型』
、地域住民によって組織される町
内会などの『自治型』に分類を行えると考えられる。
近年ではこれに加え、公民学等で連携しながらまちづ
くり活動を推進するアーバンデザインセンターのよう
な『連携型』拠点も生まれている。以上より日本のま
  

ちづくり拠点の変遷を整理すると図１のようになる。
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図３ 事業実施の有無（左：行政型 右：民間型）

へ のアン
ケ ートは
行 政型と
民 間型へ
行 った。
ア ンケー
ト 内で表
 の  の
事 業を実



際に行っているか各拠点に対し調査した。はじめにま



ちづくり拠点必須機能にあたる事業を一つも行ってい



ない拠点は  拠点のみであった。今回抽出した拠点は



図１ 日本のまちづくり拠点変遷

３．横浜市のまちづくり拠点            

一部除きまちづくり拠点であったと言える。
全体を通して 講習会勉強会 交流イベント 場

3-1 横浜市のまちづくり拠点変遷

所の貸し出しは多く行っている一方で、地域をよくす

 横浜市のまちづくり拠点の変遷を同様の分類で整理

るための ルール作りや 空間整備といった自ら外部

すると図２のようになる。

へ干渉する事業はほとんどの拠点で実施しておらず、



外部連携機能も総じて乏しいことがわかる。



 また人材育成機能にあたる、 や福祉サービス



機能にあたる  は行政型が多く行っており、収



益活動機能にあたる  や外部連携機能にあたる



 は民間型が比較的多く行っていることがわか



る。参考文献⑷より、自治型は防犯活動機能や美化活



動機能比較的多く行っていることがわかった。



図 2 横浜市のまちづくり拠点変遷

横浜市では戦後の接収や高度経済成長期の人口の爆

3-3 横浜市のまちづくり拠点の特徴比較
アンケート調査で得られた情報を基に、その他行政

発的増加の影響で公民館の整備ができずにいた。

型と民間型のまちづくり拠点の主な相異点を言及する。


年代後半になると横浜市でもコミュニティ政策に目が

 一つ目に駅からの距離を挙げる。
（図 ）全体的には

向き、地区センターやコミュニティハウスなどの生涯

民間型が駅から近い距離に、行政型が駅から遠くにも

学習を目的とした施設が設置され始めた。 年代に

存在することがわかる。また行政型の中でも地区セン

入り地域施設のテーマが変わる中で、横浜市でも地域

ターと図書館が駅から近くに、コミュニティハウスと

ケアプラザや市民活動支援センターができた。また

地域ケアプラザは駅から遠くに存在することがわかる。


 年代に入り増加したコミュニティカフェに対し

次に拠点の持つ部屋を取り上げる（図 ）
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 駅からの距離

南万騎が原駅より徒歩５分以内



運営主体：みなまきラボ運営委員会（相鉄グループ、横浜市、横



活動年数
運営主体

浜国立大学、ondesign）※運営サポート（みなまきラボ会員：
主に地域にお住いの主婦が10名ほど）

拠点内の部屋

 利用者数

徒歩２０分以上

図 4 拠点と駅からの距離

2020年現在4年目（2016年6月オープン）

多目的室一室のみ
イベント時平均15～30人/平常オープン時5名程度

主なターゲット 近隣住民/子育て世代

 行政型が事務室や会議室を多く持つのに対し、民間



型はキッチンやカフェを多く持つ。平均１拠点あたり

て

 種類の部屋を持っていた。

4-2 みなまきラボのもつ機能
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料で貸し出し、まちづくりに繋がるイベントを開催していただい
ている。その他の方には午前中などに有料での貸し出しとなる。

みなまきラボが行っている事業は表  の中で
 が挙げられ

できた経緯とその効果、果たした役割についてヒアリ

19

ング調査を行った。

14
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20

会員となりでまちづくりや運営を一緒に行う意思のある方々へ無

連携機能、自らまちづくり事業推進機能をもつことが
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5

場所貸しに関し

た。みなまきラボが持ち、他があまり持ちえない外部
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29
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図 5 拠点の持つ部屋（左：行政型 右：民間型）
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4-3 連携の経緯と効果
 みなまきラボの特色である多用な主体が関わる場と

 最後に拠点のもつ課題を取り上げる。アンケートの

なった経緯を、図 ～ に示す。

自由記述で挙げられた課題点を分類し、取り上げられ



た数の多い順に並べると表  のようになった。



表 3 拠点のもつ課題




行政型拠点
課題

 民間型拠点
 課題

高齢化/資金不足/老朽化/人手不足/利用者減少/まちづくり意識の高
い人材の発掘/周辺組織や住民との連携不足/拠点の立地の問題 の
順に多く挙げられた
人手不足/資金不足/高齢化/まちづくり意識の高い人材の発掘/活動
の周知/周辺組織や住民との連携不足/活動内容の制約 の順に多く
挙げられた

行政型は、運営が指定管理であることによる期間と
予算の制約から自由度が下がり、対応が遅れてしまっ
ている点、他のまちづくり団体との連携ができていな
いことがこれらの課題の要因として多く挙げられた。




stgk
リマネの

学





民
相鉄グループ

場の設
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事務

（運営機能）を委
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に関する協

運営事

sg

横浜国立大学

学

民

横浜国立大学

横浜市

な
企
画



公

運営 員会

るも、人材や資源不足は避けられないことがわかった。




3-4 特徴的なまちづくり拠点の抽出



 アンケートの中で、ほとんどの拠点で行われていな



かったまちの空間整備⑻を実施し、公民学、まちづく



りの専門家、大学生などとの外部連携（）を行

学
生

RQGHVLJQ

公

横浜コミュニティデザインラボ

ondesign の持つ

12*$1
農関連
の企画

横浜市

相鉄グループ

山手総合計画研究所

つながり
VWJNLQF

ソトノバ

公園との連携

ハマのトウダイ

イベント等

イベント等

イ
ベ
ン
ト
等

地元の参加者 地元農家 近隣公園関係者 地元の参加者 地元の参加者 地元の参加者

学

として新たな役割を担うのではないかと考え、ヒアリ

に
よ
る
企
画

ングによる詳細調査を実施した。



４．まちづくり拠点の新たな役割可能性        

駅前

図６ 連携図（第 0 期 みなまきラボ完成前）



4-1 みなまきラボ基礎情報

を

まとめる / 研究 / 助言

 民間型は、資金調達を各拠点が様々な形で行ってい

うみなまきラボが抽出された。この拠点が『連携型』
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表 4 みなまきラボ基礎情報

■みなまきラボ基礎情報

地元住民 / 地元組織

図 7 連携図（第 1 期 みなまきラボ初年度）
運営パートナー（stgk/NOGAN ハマのトウダイ / 山手総合研究所 ）
民
横浜国立大学
その他関係者
そ
出張ひろば の
他
企
地域
画
ケアプラザ 等

アドバイス・助言
相鉄グループ
RQGHVLJQ

横浜市

公

トライスタンド
住民による
チャレンジの場

住民の実験的活用
みなまきラボ会員（地域住民）
子育て支援、読み聞かせ、日本舞踊指導等
地元住民 / 地元組織

図 8 連携図（第 2 期 みなまきラボ二年目以降）

第０期（みなまきラボ完成前）では、相鉄グループ

 みなまきラボとは相鉄いずみ野線沿線のまちづくり

が横浜市と「相鉄いずみ野線沿線の次代のまちづくり

を考える拠点として整備されたエリアマネジメント拠

の推進に関する協定」の締結、次いで二俣川駅の開発

点である。
みなまきラボの基礎情報を表  にまとめる。


で関わりのあった株式会社オンデザインパートナーズ

（以下 RQGHVLJQ）
、研究助言のため横浜国立大学 以



下国大 と連携を行うこととなり、この４者が公民学の



連携を行う運営委員会としてみなまきラボの中核を担



図 9 みなまきラボ、駅前広場写真 
0

うこととなった。また広場の設計を VWJNLQF（以下 VWJN） 
に委託しその後も運営パートナーとして携わっている。
  
この中で、各主体が及ぼす以下のような連携効果が

５．総括                    

挙げられた。横浜市：住民からの信頼感を生み、学校

Ⅰ既往研究よりまちづくり拠点の機能を設定し（表

や自治会などへの窓口機能を果たすことができるため

）
、検証したところ、今回返答のあった地区センター

事業がスムーズに進む。国大：先生の知見があった上

コミュニティハウス地域ケアプラザ地域子育て支

での意見や提案、大学生参加による人手とコンテンツ

援拠点区民活動支援センター図書館コミュニティ

がある。相鉄：沿線を含めたエリア全体を考えること

カフェ創造界隈拠点は、概ねまちづくり拠点であるこ

ができ、広場と拠点の土地を持つためまちづくりの方

とがわかった。また、設定した機能に加えて、人材発

向性を適切に見極めて、活動のターゲットを若い世代

掘機能もまちづくり拠点にあるべき機能と考えられた。


や子育て世代に定めることができる。この人材発掘機

Ⅱまちづくり拠点の機能としては、自らまちづくり

能は設定した表２に加えて、他のまちづくり拠点にも

事業推進機能に関してはいずれもほぼ担えておらず外

あるべき機能であると考えられる。

部連携も乏しいことがわかった。またまちづくり拠点

 第  期（みなまきラボ初年度）では RQGHVLJQ と関内

を主体によって分類したところ、行政型拠点は人材育

エリアでつながりを持っていたクリエイター企業が集

成機と福祉サービス機能、民間型拠点は外部連携機能、

められ、運営パートナーとして初年度のイベントの企

収益活動機能、自治型（文献調査より）は防犯活動機

画を多く行った。これらの企画の中で、二年目以降に

能、美化活動機能を相対的に他より多く担っていた。

活動を行う地元住民団体とのつながりを構築した。行

Ⅲ連携型であるみなまきラボがこれまでの行政型民

政型などの従来の拠点が画一的で公平性を重視した活

間型にはない以下の役割を担っていることがわかり、

動を行う中、これまで郊外住宅地に現れなかったクリ

今後の拠点の在り方の１つとして示唆を得た。

エイティブ層が若い世代へ活動をフォーカスした。

ⅰ公民学等のフラットな立場による連携と、建築的な

 第２期（みなまきラボ二年目以降）では一年目に評

拠点内部の視認性の高さから、地域住民から民間企業

判のよかった企画を継続しながら、地元事業者の定期

まで、多主体の参加や議論、連携を促進する役割。

開催企画の登場や、地元団体主体のイベントの増加、

ⅱ専門分野や知識、土地を持つ主体が連携することで、

など企画サイドまで地域連携が浸透していった。

自らが主体となって拠点外部の広場整備や地域への提

現在は第  期として、活動の持続化に向けた住民の

案など意思決定を行いながら事業を推進することが可

運営サイドへの参加や、収益を確保するため一部有料

能となり、地域課題を自ら解決する役割。

制度の導入などを検討・実施している。

ⅲ土地を民間が持つ場であることで、活動の対象を多

4-4 拠点の活用と 場との連動

主体で議論しながら適切に見極めることが可能となり、

 みなまきラボは  坪程度の空間でしかないが、ガ

既存のまちづくり拠点では場所や機会がなかった、こ

ラス張りにすることで活動の様子がよくわかり、気軽

れからのまちづくりに必要な人材を掘り起こす役割。

に参加しやすいようにしている。また隣接する駅前の

ⅳ徐々に地域住民を巻き込むことで、将来的に住民に

広場を連動して活用することで、部屋は小さいながら

よる持続的で自立した運営へと移行させることを考え

も幅広い活動を行うことができている。この駅前の広
場も VWJN がみなまきラボの活動を踏まえて設計を行
っており、相鉄が土地をもつ場であるため、広場を活
用したイベントなどを通して、拠点内部にとどまらな
い外部空間の使い方を考えることができている。

るなど、時間軸を意識した活動を行う役割。

【既往研究参考文献（一部抜粋）
】
⑴
観光地におけるまちづくり拠点の効果的運営手法の検討―群馬県みなかみ町湯原温
泉街におけるまちづくり拠点の運営実験を通じて― 日本建築学会計画系論文集
第  号   年  月 杉崎康太 後藤春彦 田口太郎
⑵
コミュニティカフェの運営実態とタイプ別の課題に関する研究―１都３県を対象に
― 公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 QR 年  月
小谷野結希 竹原彩 室田昌子
⑶
地域施設の再編に係る公民館の構成機能と多様性 日本建築学会計画論文集 
第  号   年  月 金潤煥 浅野平八 広田直行
⑷
平成  年度 横浜市自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書
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メタボリズム思想の都市への適用実態とその課題に関する研究
−黒川紀章による菱野ニュータウンに着目して―

18RA111

河瀬 一輝

指導教員

野原卓准教授

１．序章

る今の日本においても有効であるのかを明らかにす

1-1 研究背景

る。

現在日本では、縮減が進み、縮減のあり方が考えら

1-3 研究対象地：菱野ニュータウン

れている。都市計画を行う際には縮減も考慮された柔

1966 年に黒川

軟で変化を可能とする計画を行う必要がある。また、

紀章によって計画

全国各地で都市の全体性を考えることのない開発が乱

され、愛知県住宅

発している。

供給公社によって

1960 年に日本で発生したメタボリズムという運動

実施設計が行われ

は、
「建築や都市は、閉じた機械であってはならず、

た、菱野ニュータ
ウンを研究対象と

新陳代謝を通じて成長する有機体であらねばならな
い」という理念に基づいたものであった。また、メタ
ボリズムの都市計画は都市レベル・建築レベルを同時

図１ 菱野ニュータウン全景

する。

1-4 研究手法・研究構成

第２章では、メタボリズム運動

に計画し全体性の考慮されたものとなっている。この

の概要に関して明らかにする。

ことから、メタボリズムという考えを現在見直すこと

第３章では、黒川紀章の構想し

に意味があると考えた。
メタボリズムの都市計画は実施段階に移されたもの

たメタボリズムの都市構想からど

は少ない。メタボリスト黒川紀章は、構想レベルから

ういったシステムが生まれている

実施レベルまで連続した都市計画を行う建築家であ

のかを明らかにし、第４章では、

り、今回研究対象とする「菱野ニュータウン」は郊外

『建築文化』1967 年 11 月号に掲

住宅地という広域な範囲でメタボリズムの思想が実施

載された『定住単位計画の理念と

段階に移された数少ない事例である。

方法 菱野計画 1967』
（以下 『菱

1-2 研究目的

野計画 1967』
）より、黒川がどのよ

黒川は構想レベルの都市計画の意義が都市という大

うな思想で菱野ニュータウンを計

きすぎるが故に考える対象となりづらいものを設計す

画したのかを明らかにし、その中

る際に構想レベルの都市計画から生まれたシステムを

にどういったメタボリズムの都市

応用して設計するためであると考えている。本研究で
は、メタボリズムの構想レベルの都市計画から生まれ

計画から生まれたシステムが含ま
図２ 研究の流れ

れているのかを明らかにする。

たシステムがどの程度、実施段階に適用されているの

第５章では、
『菱野計画 1967』と愛知県住宅供給公

かを明らかにすることによって「構想レベルから実施

社によって、黒川の『菱野計画 1967』を実施段階の計

レベルまで連続して考えられた都市計画」の意義に関

画に移した計画（以下『菱野計画 1972』
）を比較する

して明らかにすることを目的とする。また、適用され

ことによって、黒川が『菱野計画 1967』に含ませたメ

ているメタボリズムのシステムの現代における評価を

タボリズムの思想によるシステムがどの程度、実施段

行うことにより、メタボリズム思想が縮減社会を迎え

階に移されたのかを明らかにする。
（愛知県住宅供給公

A study on the actual situation and issues of application of metabolic philosophy to cities
-Focusing on Hishino New Town by Kisho KurokawaKazuki KAWASE (Supervisor : Taku NOHARA, Minoru TAKAMIZAWA)
Key Words : metabolism, new town, Kisho Kurokawa
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社による『菱野計画 1972』内に記述されていないも

集積地や、歴史的文化財

のは現状によって、補完する。
）

が結晶空間であり、それ

第６章では、第５章で明らかになった、
『菱野計画

を結ぶ形で成長・変化を

1967』から引き継がれているメタボリズムの思想に

するのが溶液空間である

よって形成された形態に関して、現状の評価を行うこ

定住単位であるとする考

とによって、黒川の考えるメタボリズム思想そのもの

え方である。居住単位を

の現代における有用性に関して明らかにする。

設計する際、居住単位で
生活が完結するのではな

２．メタボリズム運動概要

1960 年の世界デザイン会議から始まったメタボリ

図４ メタモルフォーシス ‘65

く、周囲の開発と同時に

ズムという運動は、従来の固定した形態や機能を支え

考えられており、広域なネットワークの一部として計

る「機械の原理」はもはや有効的ではないと考え、空

画している。

間や機能が変化する「生命の原理」が将来の社会や文

４．菱野計画（1967）の持つメタボリズムの思想

化を支えると信じた。古い細胞が新しい細胞に入れ替

菱野計画 1967 にはメタボリズム思想が多く含まれ

わるように古くなったり機能が合わなくなったりした

ており、その思想をまとめると“メタボリックサイク

部屋などのユニットを丸ごと新しいユニットと取り替

ル”
“成長性”
“ダイナミックバランス”の三つに集約

えることで、社会の成長や変化に対応しこれを促進す

される。

ることが構想された。

4-1 メタボリックサイクル

３．黒川がメタボリズムを実装するシステムの検討

菱野計画の中では社会的耐用年数（メタボリックサ

『菱野計画 1967』には下記３つの構想レベルのメタ

イクル）をゾーニングにフィットする形でプランニン

ボリズムの都市計画から生まれたシステムが応用され

グされており、社会的欲求の変化に対応可能とした。
具体的には、環状道路内にマスタースペースを配置

ている。
3-1 東京計画 1960・東京計画 1961

東京計画 1960、東京計画

図３ 東京計画 1960

し、線状の中心エリアにサーバントスペースを配置す
るといったプランニングを行い、
『マスタースペース

1961 の双方から、サイク

とサーバントスペースの分離した配置計画』を行なっ

ル・トランスポーテーショ

た。これにより、マスタースペースと呼ばれる人間の

ンシステムやヘリックス・

主体的な空間に影響を与えることなく、サーバントス

トランスポーテーションシ

ペースと呼ばれる社会耐用年数の早い空間を社会の変

ステムといった環状道路、

化に合わせ変化させることを可能にした。また、配管

などを利用し、環の増殖に

設備などは通常道路の下に埋没されるが菱野の場合

よって、成長することを可

は、エクスパンショ

能とした『二進法交通シス

ンスペース（図６）

テム』が生み出され、菱野団地にもこの交通システム

という幹線道路の脇

が応用された。

の緑地帯に埋没され

3-2 メタモルフォーシス ‘65

る計画となってお

メタモルフォーシス ‘65 からは、社会耐用年数※
１）

図５ エクスパンションスペース

の早いものと遅いものを分離して計画する、
『マス

的耐用年数の異なる

タースペースとサーバントスペース※２）の分離した配

表１マスタースペース・サーバントスペース分類

心地域からの成長計画』そして、
『結晶空間・溶液空

道空間

空間』という考え方は、都市の第三次産業的な機能の

⽂化財空間

サーバントスペース

住空間

サービス空間

耐久消費財空間
設備空間

遅

マスタースペース

→

⾃然空間

←

置計画』
、社会耐用年数の早い空間である『線状の中

間』という考え方が生まれた。この『結晶空間・溶液

り、
『それぞれの社会

サ
イ
ク
ル

早
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空間の独立した振る舞いの形成』※３）されたニュータ

階にうつされたのかを明らかにするため、黒川案と公

ウンとなっている。

社の実施案の比較を行う。

4-2 成長性

5-1 メタボリックサイクルの適用実態

黒川の考える“成長性”とは、空間の増殖及び、機

土地利用計画は愛知県住宅供給公社の手に渡った後

能の更新を意味している。菱野の場合では、
『二進法

もそのほとんどが継承されているため、環状道路内に

交通システム』によって自動車道路の単位化をはか

住居地区があり、中心に線状のサービス施設や教育施

り、単位の増加による拡張性と単位レベルでの交換性

設の配置された空間があるという分離は適用されてい

を持つ。また、中心地域の端部に宅地を計画しないこ

るが、黒川案ではサーバントスペースに当たる中心地

とで、
『線状の中心地域からの成長計画』を持つとさ

域の中に公社の計画では中高層住居が入ってしまって

れている。

いることから『マスタースペースとサーバントスペー
スの分離した配置計画』は完全には適用されていな
い。エクスパンションスペースは、形としては、形成
されているが、配管設備は道路空間下に計画されてい
るため、
『それぞれの社会的耐用年数の異なる空間の
独立した振る舞いの形成』も完全には適用されていな
い。

図６ 交通システムによる成長計画（左）中心地域による成長計画（右）

4-3 ダイナミックバランス

黒川は、都市を設計する際、個別に設計を行うので
はなく、環境や、他の都市との結びつきなど包括した
全体型でバランスを保ちつつ成長することを想定し、
計画するべきであると考えており、その全体型で安定
が取れた状態を“ダイナミックバランス”と定義し、
菱野においては『結晶空
間・溶液空間』という考
え方によって、周囲の市
街地とダイナミックバラ
ンスを保つ計画となって
図７ 結晶空間・溶液空間

いる。

４章の３つのメタボリズムの考えがどの程度実施段
メタモルフォーシス ʼ 65

ープ状道路やジョイント道路）も道路の段階的構成も
継承され計画されているため、
『二進法交通システ
ム』は適用されている。
公社の計画では、他の単位の形成や中心地域の拡張
に関して言及されていないが、サーバントスペース
（中心地域＋教育施設）の端部に宅地が形成されてい
ないことから、形態としては黒川の思想を継承してい
る。よって、
『線状の中心地域からの成長計画』は適
用されている。
5-3 ダイナミックバランスの適用実態

ダイナミックバランスを形成している要素は、菱野

実態は探らない。

黒川紀章案

スペースの分離した配置計画』

スペースの分離した配置計画』
『それぞれの社会的耐用年数の異なる
空間の独立した振る舞いの形成』

『二進法交通システム』
『線状の中心地域からの成長計画』

□ダイナミックバランス
『結晶空間・溶液空間』

愛知県住宅供給公社案

△

『マスタースペースとサーバント

△

『それぞれの社会的耐用年数の異なる

スペースの分離した配置計画』

『二進法交通システム』

『二進法交通システム』

『線状の中心地域からの成長計画』

『線状の中心地域からの成長計画』

『結晶空間・溶液空間』

×

図８ 構想レベルの都市計画から派生したシステムの適用実態
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黒川紀章の意図通り新陳代謝
したのかどうかの評価

空間の独立した振る舞いの形成』

□成長性

□成長性

□ダイナミックバランス

本論文における第６章

□メタボリックサイクル

□メタボリックサイクル
『マスタースペースとサーバント

□成長性

菱野計画 1972

菱野計画 1967

『マスタースペースとサーバント

東京計画 1960・1961
□成長性

公社の道路計画は、黒川の意図通りその形状（ル

外との関係性をみる必要があるため、本研究では適用

５．菱野計画(1967)の思想の適用実態に関して

□メタボリックサイクル

5-2 成長性の適用実態

黒川紀章の意図にかかわら
ず、形成された形態の評価

い、そもそも中心地域

表２ 黒川案・公社案比較まとめ
菱野団地の持つメタボ
リズムの思想
メタボリックサイクル

成⻑性
ダイナミックバランス

公社案

の商店街のシャッター

○

△

○

△

化が進んでしまい、中

⿊川案

思想を⽀えるシステム
『インフラストラクチャーとマスタースペースの分
離した配置計画』
『社会的耐⽤年数を考慮し、分離した配置計画』
『⼆進法交通システム』

○

○

『線状の中⼼地域からの成⻑計画』

○

○

『結晶空間と溶液空間』

？

−

６．適用されているメタボリズムによるシステムの現
代における評価

心地域の機能が菱野団
写真１ 幹線道路にかかる陸橋

地外に延長することは
なかった。

７．結論

５章までで明らかとなった適用されている考え方で

7-1 構想レベルの都市計画から派生したシステムの

ある“メタボリックサイクル”
“成長性”を支えるシ

適用実態からみる構想レベルから実施レベルまで連

ステムの評価を①黒川の意図通り新陳代謝が行われた

続して考えられた都市計画の意義

のかどうか、②黒川の意図とは関係なく形成された形
態の二つの視点から評価を行う。

第３章〜第５章より、構想レベルのメタボリズムの
都市構想から生まれたシステムのうち、単純な形態に

6-1 メタボリックサイクルの評価

現れているシステムは概ね適用されているが細かい用

黒川は、
『マスタースペースとサーバントスペースの

途や配管設備などが実現していないことがわかった。

分離した配置計画』によって、マスタースペースであ

構想レベルで計画を行い、そこから発生したシステム

る人間の主体的な空間に影響を与えることなく、メタ

を実施段階に移す際には、思想を単純な形態へと落と

ボリックサイクルの早いサーバントスペースを社会の

し込むと実施段階へと移りやすいとわかる。

変化に合わせて変化が可能であるとした。

7-2 現代においても有効なメタボリズムの考え方

菱野におけるサーバントスペースの大きな変化の一

技術的な進歩や、人口の流動などといった社会の変化

つに小学校の統廃合が挙げられる。菱野団地の教育施

を見越して“メタボリックサイクル（社会耐用年数）
”

設の配置計画は、住居エリアにも商業エリアにも近い

の考慮された、配置計画を行うという考え方は現代に

配置となっており、小学校というサーバントスペース

おいても使用可能である。

の統廃合された跡地の活用用途は通常の近隣住区で計

7-3 現代におけるメタボリズム思想の抱える課題

画されたニュータウンの事例

“成長性”に関しては、成長が可能な形態を導入して

と比較して、多様な選択肢が

いたとしても、空間的にも機能的にも、社会の変化に

考えられている。菱野では、

合わせて自然に変化、機能の更新がなされることはな

外来者の使用を見込んだスポ

く、実際に新陳代謝が行われるためには、設計者が自

ーツ施設が建設予定。
6-2 成長性に関する評価

図９ 菱野の教育施設

ら関わり続けるなどといった何かしらの外的要因が働
く必要があると考えられる。また、成長（空間的な殖

菱野団地の道路計画である『二進法交通システム』

及び機能の更新）を許容する形態は成長という面で見

は環状となっており、それらが付け替え可能なジョイ

ると優れているが、実際に利用すると不便なものもあ

ント道路で接続されていることから、一つの環単位で

る。また、当時の思想は人口の増加に対応するための

交通システムを導入することが可能となっており、新

思想であったため、縮減に対する対応性は持っていな

規の交通システムの導入は容易と考えられるが、この

いシステムもある。

道路は空間的な成長も、機能的な更新も行われなかっ
た。また、環状道路内から外へアクセスしようとする
際に２本の道路を横断する必要があり、菱野では写真
１のような陸橋を利用する必要があるといった課題も
発生している。また、線状の中心地域の端部に宅地を
計画しないことによる『線状の中心地域からの成長計
画』が考えられていたが、人口の減少や高齢化に伴

【注釈】
※１）社会耐用年数：黒川は、社会耐用年数（メタボリックサイクル）を技術的耐用年数
によるものではなく、周辺の再開発の進展などによってもたらされた社会的欲求の変化に
対応するための耐用年数と定義した。
※２）マスタースペース：人間の主体的な空間 サーバントスペース：必要に応じて、コ
ントロール、交換される空間
※３）菱野団地のメタボリックサイクルを支える要素である、
『それぞれの社会耐用年数
のことなる空間の独立した振る舞いの形成』は、本研究の中では例外的に構想レベルの都
市計画から派生したものではなく、菱野計画 1967 で発生したシステムである。
【主な参考文献】
1. 黒川紀章(1967)『建築文化「定住単位計画の理念と方法 菱野計画 1967」
』
2. 黒川紀章(1969)『行動建築論』
、彰国社
3. 愛知県住宅供給公社(1972)『1972菱野計画』愛知県住宅供給公社
4. 瀬戸市（2019）
『菱野団地再生計画』
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創造界隈を形成する民間主導の遊休不動産活用とその連鎖に関する研究
－横浜関内地区を対象として－

5$   菊池 諒
指導教員  野原卓准教授  高見沢実教授

１．序論                    

る不動産活用事業について整理する。3 章では選定し

１１研究の背景と目的

た創造活動拠点に対し、不動産オーナーや建築家など

近年、都市の魅力や地域の価値を高めるために、文

事業関係者ら 11 名へのヒアリング調査から、その活

化的な「創造性」に着目した都市再編手法である「創

用実態を個別に整理し、事業手法を分析する。4 章で

造都市」
（クリエイティブシティ）の概念が注目され

は創造活動拠点の展開と事業関係者の移転の動きから

ている。横浜市では 2000 年代初頭、都心部の歴史的

活用の連鎖を分析する。5 章ではこれまでの分析から

建造物が開発の中で失われる、オフィスの空室率が上

今後の遊休不動産の活用方策について考察する。

昇するなど、都市としての求心力が低下していた。そ

２横浜創造都市政策における不動産活用     

こで 2004 年より、都心再生戦略として「文化芸術創

横浜市では、歴史的建造物の活用実験から中間組織

造都市構想」を掲げ、文化芸術と観光振興による都心

（NPO 法人 BankART1929(以下、BankART)）への

部の活性化を目的とした政策を進めてきた。中でも特

事業委託、外郭団体（アーツコミッション・ヨコハマ

注 1）

に創造界隈

の形成を具体的に進めてきた。これま

でに創造界隈拠点の整備や芸術不動産事業注 2）の推進

(ACY)）と協力した民間支援へと展開され、民間を巻
き込むかたちで不動産事業が行われてきた（表 1）
。
表 1 創造都市政策における不動産活用

など官民連携による不動産活用が進められてきた。近

事業

年では、民間事業者が不動産オーナーと手を取る形で
防火帯建築注 3）等の活用が行われており、民間へのさ

歴史的建造物の



創造的活用実験

2005～

らなる波及が期待されている。しかし、遊休不動産活
用の事業手法は今なお整理されていない。
そこで本研究では、横浜関内地区において民間主導
注 4）

によって遊休不動産の創造的活用

がなされた拠点

（以下、創造活動拠点）を対象として、活用実態を比

2005～

創造界隈拠点の
整備
%DQN$57
の取り組み

2008～ ACY事業

旧第一銀行横浜支店、旧富士銀行横浜支店の活用（BankART事業）
①BankART Studio NYK(～2018)、②急な坂スタジオ、③初黄・日ノ出町
文化芸術振興拠点、④ヨコハマ創造都市センター、⑤象の鼻テラス、⑥

市

関係主体

%DQN
$57

〇

〇

〇

〇

$&< 民間

（〇）

ZAIM（現THE BAYS）の整備と指定管理または業務委託による拠点運営
拠点運営（BankART Studio NYK、BankART Homeなど）
自主事業による創造空間の管理運営（BankARTさくら荘など）
クリエータ―・アーティスト事務所等開設支援助成（2008～）
芸術不動産リノベーション助成（2010～2014）

（〇）

〇

〇

〇

３創造的活用における不動産事業手法の分析   
３１創造的活用の活用実態
遊休不動産活用の事業手法に特徴があるものを選定

較分析し、その事業手法と連鎖の特徴を明らかにする

するために、行政資料、横浜文化芸術振興財団や

ことで、今後の創造界隈における遊休不動産の活用方

BankART が発行する資料、関内外 OPEN!パンフレ

策についての示唆を得ることを目的とする。

ットに記載のある創造活動拠点を洗い出した。その中

１２研究の対象

でも、①ひとつの拠点に対しクリエーター・アーティ

創造都市政策の初期から創造界隈における重点地区

ストが集合入居していること、②活用事業において不

として位置付けられ、近年ではクリエーターやアーテ

動産オーナーと建築家をはじめとした関係者との間で

ィストが特に集積する関内地区を対象とし、民間主導

体制が構築されていることを条件として、北仲

による遊休不動産の創造的活用の中でも事業手法に特

BRICK&WHITE、本町ビルシゴカイ、宇徳ビルヨン

徴的な点を持つ事例を研究対象とする。

カイ、泰生ビル、泰生ポーチ、トキワビル注 5）、住吉

１３研究の構成と方法

町新井ビル、弁三ビルの 8 事例を選定した（図 1）
。

 2 章では文献調査から横浜市の創造都市政策におけ
A study of utilization and chain of idle estate led by private sector initiatives vicinity of creation.-case of
Kannai in Yokohama.Ryo KIKUCHI (Supervisor: Taku NOHARA, Minoru TAKAMIZAWA)
KeyWords: creative city, idle estate, utilization, Yokohama
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リテート型の 3 タイプに分けられる（表 2）
。
（1）中間コーディネート型（図 2）
中間組織（BankART）が遊休不動産をもつ企業に
直接、活用の打診を行ったことで、期限付きで倉庫や
事務所の活用が実現した。企業は以前から中間組織の
取り組みやクリエーターの活動を知っており、事業を
任せることに信頼を置いていた。中間組織は所有者と
のマスターリース契約と入居者とのサブリース契約を
結んだ。これはクリエーターやアーティストの社会的
図 1 研究対象の創造活動拠点の立地
これらを①活用契機、②改修、③事業体制、④経営
手法、⑤入居者の活動の 5 つの要素から活用実態を
明らかにした（表 2）
。8 事例を比較すると、事業体
制として BankART、建築家、ヨコハマ芸術不動産推
進機構準備会注 6）（以下、準備会）と事業関係者が異
なりその役割に大きな違いがあることがわかった。一
方、現状有姿で賃貸とする点や現状復帰義務をなしと
する点、入居者による自治活動やイベントは多くの拠
点で共通していることがわかった。
３２創造的活用における不動産事業手法の特徴
事業におけるオーナーや事業関係者、入居者など各
主体の役割と主体間の関係性に着目すると、8 拠点を
中間コーディネート型、オーナーサポート型、ファシ

保証がないため賃貸借契約が困難であることから、中
間組織が間に入り社会的担保を担っていたことが理由
の 1 つとして挙げられた。中間組織は入居者に対
し、物件へのアテンドから活動のサポート、入居者会
議への参加、自治活動の促進等を行っており、入居者
との信頼関係を構築していた。このタイプでは、中間
組織がもつ経験やクリエーターとのネットワークを基
盤としたコーディネートが大きく作用しており、属人
的な事業手法と言える。したがって、同等の経験とネ
ットワークをもつコーディネーターの存在がなけれ
ば、創造的活用を行うことは難しいと考えられる。
（2）オーナーサポート型（図 2）
積極的オーナー（泰有社）はクリエーターとのネッ
トワークを構築しながら、防火帯建築（泰生ビル）の

表 2 創造活動拠点の活用実態
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創造的活用をビジネスモデルとして成立させた。さら

により、不動産の諸条件に合わせて柔軟に事業手法を

に周辺に立地する遊休化した防火帯建築（泰生ポー

選択することが可能となったと考えられる。

チ、トキワビル）を取得し活用事業を拡大した。積極

３３創造的活用における不動産事業手法の広がり

的オーナーは活用の事業検討、設計、施工、リーシン

 分類は時系列に対応しており創造的活用における不

グ等様々な段階で、建築家などの専門家と協働した。

動産事業の手法は蓄積されてきたことが明らかになっ

専門家らは専門的技術・知識を用いてオーナーをサポ

た（図 3）
。中間コーディネート型にオーナーサポー

ートした。このタイプは積極的オーナーの存在が必要

ト型、ファシリテート型が加わったことで、徐々にオ

不可欠である。積極的オーナーが現れたことで、遊休

ーナーや事業者、不動産など対象の幅が広がり、事業

化する防火帯建築の創造的活用は空室の解消に繋がる

手法における選択肢の自由度が増したと考えられる。

可能性があることが明らかになったと考えられる。
（3）ファシリテート型（図 3）
創造的活用に関わりのあった建築家らが市から防火
帯建築活用のモデル事業に関する事業委託を受け、専
門家チーム（準備会）を組織し不動産オーナーに働き
かけたことで活用が推進された。専門家チームは遊休
不動産の状態やオーナーの意向などに適した事業提案
を行った。住吉町新井ビルではクリエーターを誘致す
る際に、老朽化したインフラ設備を撤去し水道やガス
を使用不可とすることで、改修にかかるイニシャルコ
ストを削減した。弁三ビルではリノベーション専門事

図 3 事業手法の広がり

業者にマスターリースをして改修や管理を委託するこ

４創造的活用をもたらす連鎖の分析       

とで、オーナーが投資する部屋数を減らし業務的負担

４１創造活動拠点の展開

を軽減した。また、弁三ビルには会社員などの一般賃

創造活動拠点の展開を明らかにした（図 4）
。

借者が入居しており防火帯建築への入居が一般化して

BankART のアテンドにより北仲 BRICK&WHITE、

きていることがわかった。このタイプは、専門家チー

本町ビルシゴカイ、宇徳ビルヨンカイ、トキワビルへ

ムが活用事業を推進したことで、これまで創造的活用

と期間終了に伴い移転した。また、宇徳ビルヨンカ

に関心の薄かったオーナーの活用事業を可能としたこ

イ、泰生ビル、泰生ポーチは芸術不動産リノベーショ

とが分かった。専門家チームを含む組織的なシステム

ン助成制度を利用して活用された。泰生ビル、泰生ポ

図 2 創造的活用における事業手法の仕組み
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ーチ、トキワビルは泰有社の事業展開によるものであ

５１遊休不動産の創造的活用

る。そして、住吉町新井ビルと弁三ビルは先行事例を

 横浜関内地区における民間が主体となって遊休不動

ベースに防火帯建築モデル事業として展開された。3

産の創造的活用を行った 8 事例から、その事業手法

つの事業手法のタイプは連鎖してきたと考えられる。

は中間コーディネート型、オーナーサポート型、ファ

図 4 創造的活用の展開

シリテート型の 3 タイプに分けられる。それぞれ、
中間組織によるコーディネート、積極的オーナーとサ
ポートする専門家の体制、活用を推進する専門家チー
ムと組織的な事業システムが重要な要素であると考え
られる。これらのタイプは時系列と対応しており、創
造界隈の形成と共に創造的活用の手法は蓄積されてき

４２事業関係者がもたらす連鎖

た。徐々に事業手法の幅が広がってきたと考えられ

各拠点の事業関係者の移転の動きを明らかにした

る。今後の活用方策として先行事例をベースに不動産

（図 5）
。中間コーディネート型において、建築家ら

オーナーと専門家の協働による活用事業推進が重要で

は入居者の中でも中心的な立場として自治活動を牽引

あると考えられる。

してきた。その後、オーナーサポート型では、オンデ

５２創造的活用の連鎖

ザインや横浜コミュニティデザイン・ラボが専門家と

創造活動拠点は、BankART のアテンドによる移

して積極的オーナーと協働した。ファシリテート型で

転、芸術不動産事業、泰有社の事業展開、防火帯建築

は、みかんぐみ、佐々木設計事務所、櫻井計画工房は

モデル事業によって波及的・連鎖的に展開されてき

専門家チームとして活用を促進した。専門的知識・技

た。中間コーディネート型における中心的な入居者

術と経験を活かすことで活用の事業手法や自治活動や

は、オーナーサポート型・ファシリテート型における

イベントなどの入居者の活動は受け継がれてきた。拠

活用を仕掛ける立場になり、次なる活用事業を仕掛け

点から新たな拠点へと活用の仕組みが連鎖してきたと

た。建築的な専門性や経験を活かし活用の仕組みが受

考えられる。また、櫻井計画工房やオンデザインのよ

け継ぎ、拠点から新たな拠点へと連鎖してきたと考え

うに拠点から次なる拠点へ移転したものとみかんぐみ

られる。また、事業関係者の多くは関内に留まり続け

のように近隣のオフィスビルに移転したものがいる。

ており、これまでに形成された入居者同士の繋がりに

そのどちらも関内をフィールドとして活動しているた

よって、拠点同士の連鎖が起きていると考えられる。

め、この地区に留まり続けている。それらの入居者同

［補注］
注 1）横浜都心部の歴史的建造物や倉庫、空きオフィスなどを創造的活動の場に転用し、アーティストやクリエ
ーターが創作・発表・滞在することで街の活性化を図ることを目指す地区のこと
注 2）関内外エリアの民間の空きビル等をスタジオやアトリエなどに転用することで、民営民設型のアーティス
ト・クリエーターの活動拠点を形成する事業。
注 3）戦後復興期に、都市の防火を目的に建てられた耐火建築促進法指定の防火建築帯内の建築。
注 4）歴史的建造物や倉庫、空きオフィスなどを改修しアーティストやクリエーターが創作・発表・滞在などの
創造的活動を行う場として活用すること。
注 5）トキワビルの増築部分がシンコービルである。
注 6）関内・関外地区の遊休不動産のオーナーと協働し、民営民設の活動拠点を創出する芸術不動産事業を進め
ている組織。
［参考文献］
1.野原卓, 他 4 名：アーバンデザイン講座,彰国社, 2018.5
2.野原卓, 鈴木伸治：都市経営時代のアーバンデザイン,学芸者出版社, 2017.2
3.鈴木伸治：創造性が都市を変える クリエイティブシティ横浜からの発信, 学芸者出版, 2010.3.31

士はかつて同じ拠点に入居していたり、別の拠点の活
用事業で関係していたりと、ネットワークから拠点同
士に繋がりが見えることが明らかになった。
５結論                    

図 5 事業関係者の移転
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未成熟な制度下における再開発の造成過程に関する研究

18RA122
指導教員

１．序章

1-1 研究背景と目的

高橋 亮
高見沢実教授

1-3 既往研究
本研究では未成熟な法制度下の期間を耐火建築促進

都市の再開発が進む現代においては都市再開発法に

法が施行される 1952 年から防災街区造成法を経て、

よって定められる市街地再開発事業が主流であり、全

都市再開発法が施行される 1969 年までとする。この

国各地でこの手法によって老朽化したビルは取り壊さ

期間における再開発事業、つまり防火建築帯や防災街

れ、マンションや複合ビルなどに姿を変えている。

区造成事業などがこれらにあたるが、こういった事業

統一化された手法は事業の迅速化をもたらす一方で、

に関する研究は多く存在する。しかし、線的な開発か

市街地再開発事業による開発はその土地のアイデンテ

ら面的な開発へと至る過渡期における事業の研究は少

ィティや歴史などを反映しづらく、都市空間が均質化

なく、また本研究で取り上げる新共栄ビルと同時期に

されてしまう危険があるのではないだろうか。

行われた開発を過渡期の中でもどのような違いがある

本研究の対象地である大宮駅東口でも駅前街区の再開

かという点に言及したものはない。

発事業が進行中であり、高度経済成長期に建てられた

２．再開発における法制度の整理

駅前大型ビル郡も次々と建て替えが進められている。

2-1 再開発における法制度の変遷

しかし、これらの 1960 年代のビルは現在と異なる法

日本の都市不燃化に対する動きは戦後から活発にな

制度の中で作られたものであり、再開発手法が定まっ

り、1952 年に耐火建築促進法が制定され、
「線」によ

ていない状況下で地権者や商店主、建築家による当時

る都市の不燃化が図られるようになった。そして同法

の課題に対する解や工夫が色濃く反映されている。

は 1961 年に「面」への展開を促す防災建築街区造成

この時代に行われた再開発について整理を行うことは

法へと変わり、さらに 1969 年には土地利用の転換と

都市計画史や今後の再開発においても意義があると考

高度化を図るべく市街地造成法と防災建築街区造成法

えられる。本研究では 1969 年以前の再開発ビルの再

は都市再開発法へと姿を変えた。耐火促進法から防災

開発手法を整理し、当時の再開発事業の都市計画的意

建築街区造成法への切り替えが行われた 1960 年代前

義や独自性について考察することを目的とする。

半の頃の再開発は「線」から「面」へと都市の不燃化

1-2 研究方法

が行われただけでな

まず、大宮区新共栄ビルの開発経緯や建築について

く、耐火に加えて都市

整理し、その特徴を述べた後、同時期に行われた再開

空間の形成やまちづく

発事例として、横須賀市の三笠ビル、藤沢市の３９１

りに影響を与える事業

街区を取り上げ、３事例の比較・考察を行うことでこ

であったと言える。

の時代における再開発事業の特徴と独自性を明らかに

2-2 新共栄ビルの位置

する。新共栄ビルについては現地調査と関連する資料

付け

による文献調査、関係者へのヒアリング調査からその

新共栄ビルはこの防

特徴を明らかにし、三笠ビル、３９１街区については

災建築街区造成法が制

既往研究を中心に情報を整理する。

定された直後の 1962

図１ 制度の変遷と事例の位置付け

A study on process of urban redevelopment under the immature legal system
Ryo TAKAHASHI(Supervisor: Prof. Minoru TAKAMIZAWA, Assoc Prof. Taku NOHARA)
KeyWords: urban redevelopment, disaster mitigation, urban space
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野原卓准教授

年に完成した、大宮駅周辺の開発の先駆けと言える事

は各々の借地権上にビルを建設した。
（5 店ブロック）

例である。新共栄ビルの開発の特徴、独自性を考察す

残りの７店舗は地下１階地上５階の全階オープン店舗

るとともにこの時代の再開発の特徴について整理する

形式を採用した。また、一部を賃貸、共同経営を行う

ため、1963 年竣工の横須賀市の三笠ビル、1964 年完

大一ビル株式会社を設立し、その管理に当たった。大

成の藤沢市の３９１街区も同時期に行われた事例と見

一ビルと 5 店ブロックは駅前大通りから見た際の景観

て比較対象地して選出した。

の統一のために外壁部分が共有されている。

３．大宮区 新共栄ビルについて

3-3 建設資金

3-1 概要

新共栄ビルの建設費はおよそ３億円であり、その内

新共栄ビルは埼玉県さいたま市大宮駅東口前に立つ

訳は以下の通りである。
（表１）
表１ 新共栄ビル建設費内訳

複合ビルの一つであり大一ビル・５店ブロック・角井
ビルの３つのブロックに分かれている。周辺には百貨
店やデパートが並び、古くから大宮の繁華街として栄
えているエリアである。

本事業は防災建築街区造成事業による補助金や県で打
ち出された新商店街建設促進要綱に記載されている新
商店街建設資金制度などを利用している。また、戦後
のバラック化していた東口商店街エリアの美化を図る
図２ 新共栄ビル位置図

3-2 建設経緯

ために 3 年前から掛け金運動が行われていたことや、
新共栄会商店街建設協同組合理事長の静作太郎氏や副

東京のベッドタウンとして戦後から人口が急激に増
加した大宮では地元商店の活性化が課題とされる中、
大宮駅周辺商店街は中高層による共同耐火店舗を計画
し、資金調達や建設における土地問題の解消に向けて
準備を進めていた。1960 年に起きた火災を契機に新共
栄会商店街建設協同組合が結成され、共同店舗化計画
は実行に移された。共同化に際し、再開発の際に計画
されているセットバックと街区内道路による土地面積

理事長の角井原司氏などの尽力により資金集めが行わ
れていた。
3-4 開発計画
新共栄ビルの３つのブロックはそれぞれ独立してい
るがすみれ小路と地下階によって接続されており、一
体となったデパートとして計画された。地下において
は中仙道下を通り、隣の大門町２丁目へと続く地下通
路が設けられている。
（図４）

の減少などが地権者と商店街、大宮市のなかで議論さ
れたが、最終的には当時の市長である秦明友の説得に
よってお互いの納得する形で開発は進んだ。北側に個
人所有の地下１階地
上３階建てのビル
（角井ビル）が建設
された。南側では設
計の途中で建築主１

図 4 新共栄ビル周辺地下通路計画図

２名の意見がまとま

これは仲山道交差点での交通混雑の解消を図るととも

らず、駅側の５店舗

図 3 外壁の写真（2019.6.20 筆者撮影）

に、他街区へ人の流れを誘導する役割を果たしている。
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また、この地下通路は大宮駅東口方面にも繋がってい

るため、２章で抽出した横須賀市の三笠ビル、藤沢市

る。これは駅前広場の混雑解消と駅前商店街へのお客

の３９１街区を取り上げ、この２事例と新共栄ビルを

の誘致を目的とした地下道建設が防災建築街区指定前

３−５で述べた３つのポイントで比較を行う。

から大宮駅前東口基本計画で計画されていたものであ

4-1 横須賀市三笠ビル

り、新共栄ビル建設と並行して日本不燃建築研究所設

1.地元商店主・建築家の主体性

計による地下通路が建設された。

三笠ビルの建設において建築家が設計にとどまらず商

3-5 新共栄ビル開発のポイント

店主や地権者の間に入り、積極的なやりとりを行なっ

新共栄ビルの開発経緯や建築的特徴から３つの特徴が

ていたことが特徴として挙げられる。建築家、施工業

あると考えられる。

者、商店主、地権者からなる委員会等で頻繁に議論を

1.商店主や建築家が主体となった開発

行うことで建築家のアイデアや地権者のまちに対する

本事例では人口が増加している大宮の顔となる商店街

思いを開発計画に反映されたとしている。

ビル建設に向けて地元商店街協同組合が資金調達を行

2.形態・空間について

っていたことや、再開発における土地権利関係の調整

三笠ビルは全体を貫く中央アーケードと統一されたフ

において当時の市長の尽力により建設まで至ったこと

ァサードが特徴的である。前者は市道であった通路を

から地元商店主、当事者主体の開発を行おうとしてい

商店街ビルのアーケードとするため日本不燃建築研究

たことが読み取れる。これは防災建築街区造成事業が

所による建築的な操作が行われた。また後者は三笠ビ

権利関係者の自主的な取り組みに依拠することによる

ル建設の際に共同建て替えに参加しなかった地権者を

ものではないだろうか。

完全に分離するのではなく、既存建築を覆う化粧のフ

2.形態・空間へのこだわり

ァサードを設けて全体としての統一感を持たせた。

権利関係により１棟としての建て替えはできずとも建

3.開発の範囲

築家の設計により、個々で建て替えたビルの外壁を共

三笠ビルは市道であった三笠通りの両脇に立ち並ぶ三

有し、景観の統一を行ったことや日本不燃建築研究所

笠銀座商店街と市道も含めて行われた再開発であり、

がビルの建設だけでなく周辺街区への地下通路も同時

三笠ビル内には中央アーケードと面する中央大通りの

に設計していたことから防災街区の実現だけでなく都

裏手の豊川稲荷に続く参道が通っている。

市空間の形成やまちづくりといった側面がこの時期か

4-2 藤沢市３９１街区

ら現れていることがわかる。

1.地元商店主・建築家の主体性

3.開発の範囲

３９１街区の造成は区画整理事業において防災建築街

この時代の開発は単なる耐火建築の建設から街区計画

区が造成された場所であり、建設省や藤沢市、地権者

による個々の建築と都市計画を組み合わせた再開発で

によって積極的な議論が行われている。当初開発に批

あり、本事例においても新共栄ビルの建設と同時に前

判的であった地権者も勉強会や説明会を通じて開発に

述の地下空間やすずらん通りへ続く街路空間の創出が

計画理解を示し、不燃繁栄化に向けて事業を推進する

行われている。また、防災建築街区に指定された大宮

立場へと変わっていった。

駅東口前の大門１丁目の一部は新共栄ビルが建設され

2.形態・空間について

た A ブロックをはじめとして B C と３つのブロックに

計画段階から車と歩行者を分離した街という考え方の

分かれ段階的な開発が行われている。大宮での防災建

もとに方形の広場を街区の中心に配置し、その周りを

築街区造成事業の第 1 号として行われ、周辺ブロック

順次建設されるビルで取り囲む、中庭型商業街区の造

への繋がりを考慮して行われたこの計画はまさに都市

成は他の同時期に行われた藤沢駅周辺の再開発にも見

計画を踏まえた再開発の初動期の事例として位置付け

られなかった特徴であり、建築形態への強いこだわり

られるものではないだろうか。

が見られる開発であることがわかる。

4．同時期の再開発について

3.開発の範囲

本事例の独自性やこの時期の再開発の特徴を考察す
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土地区画整理事業と同時に行われており、換地設計に

より中庭と周辺に３棟のビルを配置した中庭型街区が

る。一方で新共栄ビルは地下通路から大宮駅の駅前広

作られている。一斉ではないが一つの街区に複数のビ

場、
中山道をまたいだ隣の大門２丁目
（中央デパート）
、

ルが建設されている点は新共栄ビルにも見られる。

駅前大通りから一本奥に入ったすずらん通りと広域の

地下空間は新共栄ビルと３９１街区において開発計画

ネットワークがビル建設段階から計画されており、一

時に検討が行われていた。３９１街区では駅の移設な

つの再開発計画から街区を超えた街路空間が作られた

どによって実現には至らなかったが、新共栄ビルにお

ことが特徴的である。

いては一部作られて入り、現在も駅から反対方向への

5．結論

街区へ抜ける通路が残っている。

防災建築街区造成事業によって行われた再開発の特徴

4.3 各事例の比較

として、1.関係者の主体性、2.建築形態へのこだわり、

4-3-1 合意形成と建築形態

3.周辺への開発が見られた。防災建築街区造成事業は

3 事例では合意形成の達成度と建築形態については３

商店主や地権者の主体的な取り組みによるものが多く、

９１街区と三笠ビル・新共栄ビルとで分けて考えられ

それが特徴的・魅力的な建築形態、空間を作り出して

る。３９１街区については３つのビルとその中心の広

いると考えられる。再開発における複雑な合意形成に

場からなる空間であり、その３つのビルの建設におい

関する課題も都市景観や一体性を作り出すために、新

てはそれぞれで権利調整を行い、合意形成を行った上

共栄ビルや三笠ビルのように外壁共有や化粧ファサー

で建て替えが行われている。また区画整理と同時に再

ドなどによって解いていることがわかった。また、街

開発を行っている点も他の 2 事例と異なる。三笠ビル

区レベルによる開発によって建物単体だけでなく街路

と新共栄ビルについて見ると、どちらも一斉に共同化

空間や広場空間などの都市空間を同時に作り出してお

できずとも、景観の統一を図るために外壁を共有・デ

り、新共栄ビルにおいては他の街区や駅に接続する地

ザインの統一を行っている。三笠ビルにおいては共同

下空間や街路空間が再開発計画で整備されており、単

不参加建築については化粧のファサードを設け、構造

なる耐火ではないまちの姿を目指して作られたことが

としては一体化していない。新共栄ビルについては共

わかった。新共栄ビルは一見するとただの古いビルに

同不参加建築においても外壁を構造として取り込み建

見えるが、そのまちの歴史や特徴を表した財産でもあ

て替えを行っている。建て替えという観点から見ると

る。都市が更新の時期を迎えている中、耐震性などの

３つとも共有部分があるため一斉に建て替えを行う必

面から建て替えることは必要であるが、今一度こうい

要があり、個々での建て替えは難しいのが共同建築に

った建築をリスクと見るのではなく、これからの都市

おける現状の課題として挙げられる。

再開発におけるヒントと捉える目線が必要だと考える。

4-3-2 街路空間の創出
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オ梗概集・博士論文梗概集、pp.81-84、2019 年 3 月
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今回取り上げた事業ではどの開発計画においても街路
空間の創出が盛り込まれている。三笠ビルにはアーケ
ードや参道といった街路空間がビル内にあり、３９１
街区では中心の広場と上階の回遊通路が整備されてい

図 5 新共栄ビル周辺地下計画
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郊外住宅団地における配置計画手法と利用実態の関係性に関する研究
―若葉台団地を対象として―
18RA903
1．序章

戴

桐欣

指導教員 高見沢実教授 野原卓准教授
計手法の展開）②高度成長期（ニュータウンの開発）
③転換期（高密度高層住宅）を経て、今に至った。

1－1 研究背景
日本における住宅団地の衰退が問題となっている。

その中から、グルーピング、近隣住区論、段階構成、

日本社会は高齢化の深刻化や周辺環境、社会要素そ

ワンセンター方式など様々な配置手法が生じ、運用

れぞれの変化があり、その変化を追いつかなく、現

された。

在の需要を対応できない団地が増えている。今の時

３．若葉台団地基本計画
3－1 対象地概要

代に対応できる団地の配置計画を見直す必要性が見
られる。若世帯の転入や現在の住民達の需要を対応

昭和４６～５０年で住宅不足解消のため、横浜市

できるため、団地のあり方を見直すべきであろう。

旭区にある未開発地区の郊外の若葉台で団地を計画

1－2 研究の目的
⑴日本住宅団地発展期の住宅団地の配置計画一般

していた。土地の高度利用が望まれていて、高層住

手法を整理する上、配置計画の成果を評価する。⑵

であるため、自然林の保存が重視された。公社が基

現在団地の利用実態に通して、今後の既存住宅団地

本案を作成した後市浦案で多少調整を行った。

における再生配置計画案の策定を支える根拠となる。

３－２グルーピング手法に関して

1－3 研究手法
⑴文献研究により、対象地の基本計画書を整理し、

宅団地の建設が決まった。また、立地条件は丘陵地

若葉台団地配置計画で使われたグルーピング手法
を理解する。グルーピングは①生活機能②景観的意

今団地の形成理由や策定時に利用された手法を整理

味③管理的意味この三つによって構成される。グル

する。⑵アンケート調査により、今居住者の利用実

ーピングによる各住区の特性が持っているので、こ

態や要求を分析する。⑶当初の計画案と実際利用実

の三つから住区構成を考えると、グループのスケー

態の比較調査を行い、分析する。

ルと機能を把握することが可能である。①生活機能

１－４研究対象地

に関して、各施設の商業施設や医療施設などのこと

横浜市旭区の若葉台団地を対象とする。若葉台
一丁目から若葉台四丁目で構成されている。
１－５研究構成
二章で文献調査によって、日本における団地発展

を指す。②景観的意味に関して、グルーピング操作
の時もしくはアクセス利用時の緑道や公園などの位
置決めと関係がある。③管理的意味に関して、管理
組合が管理し易いグルーピングが望まれる。

の経緯と配置手法を整理する。三章で神奈川県住宅

３－３配置計画

供給公社が作成した『若葉台団地基本計画』
（以下公

３－１－１、住区構成

社案）と市浦都市開発建築コンサルタンツが公社案

近隣住区論により在来の人口密度（120－160 人／

を基づいて作成した『若葉台団地建築基本設計報告

ha）による小学校区が物理的に歩行圏とほぼ対応し

書』
（以下市浦案）より、若葉台団地における配置計

ていた。公社案で、10000 戸を仮定し、小学校規模

画の手法を考察する。四章では、アンケート調査の

の利用圏の面から 4～５住区が考えられた上、高層

結果により、団地現在の利用実態を明らかにする。

の集積効果の面から 4 住区構成を決めた。市浦案で

第五章で計画案の配置結果とアンケート調査で反映

6500 戸まで減少し、3 住区という最終案だった。校

された利用実態を比較し、その二つが合致かどうか

区の特性によって、広がる立地条件が必要である。

明らかにし、そして関係性と将来の提示を考察する。

また校区はほぼ公園と隣接し設置するので、学校と

２．日本における団地発展経緯

公園による住区が決められた。また、集積な効果を

1923 年関東大震災から日本の近代住宅団地が発

追求し、ワンセンター方式が採用された。

足した。三つの重要な時期：①戦後復興期（団地設
A study on the relationship between layout planning techniques and usage in suburban housing
estate-case study on Wakabadai housing estateTONGXIN DAI (Supervisors:Minoru TAKAMIZAWA,Taku NOHARA)
KeyWords:planning suburban housing estate,layout planning techniques,usage
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３－１－２、施設構成

ると利用圏によるの大きさには適切である（表Ⅲ）。

⑴、ワンセンター

戸数の違いの理由とは、緑道利用（アクセス）の到

表Ⅰ機能構成

各施設の主な機能をセ

商業

ショッピングセンター

着の容易性を保つため、できる限り集会所の隣接の

ンター地区に集積し、グル

施設

近隣商業施設

ところにグループの境界線を作ることが見られる

ーピングで一番上位の グ

医療

中央総合病院

（図Ⅱ）
。

ループという位置をし た

施設

近隣診療所

（表Ⅰ）。

集会

まちづくりセンター

施設

集会所

若葉台団地計画案で、主
な商業機能と集会施設 が
センターに位置し、北と中

地区公園
公園
近隣公園

央総合病院隣接し、南に広
がると地区公園―若葉台公園へのアクセスが可能と
いうことが見られる。
⑵、近隣施設
表Ⅱスケールによる利用圏グループ分類

200 戸×ｎグループ

全域×1/3～1/2 グループ

サブショップ

全域周辺グループ
センター商業

集会所

場所の特性によって、配置上の計画論がなされ、

公民館・図書館

診療所

病院

小・中学校

児童公園

近隣公園

設計者により選択が行われなければならない場合も
ある。

保育所 老人サロン・青少年センター
幼稚園

図Ⅱ緑道ネットワークの近隣施設関連図

他の近隣施設（診療所、ミニショップ）

（高校）

市浦案で、ほかの近隣施設によるグルーピングは

地区公園

挙げられていないが、公社案のまま、集会所とセッ

緊急時あるいはセンターの機能補足として、他の

トで設置する可能性があると考えた。集会所と診療

近隣施設も設置すべきである。他の近隣施設の配置

所はほぼセットで設置されているに対して、ミニシ

に関して、利用圏論により、本研究で討論するサブ

ョップの数を下げられた。これもさらにセンター地

ショップや集会所、診療所は施設体系はほぼ同じグ

区の集積効果を上げるのためだと考えた（図Ⅱ）
。

ループに所属している（表Ⅱ）。
「200 戸×n グループ」

４．団地利用実態

は適切である。また、施設の特性から見ると、学校・

４－１アンケート調査の概要

集会施設の利用圏によるグループでは明確なグルー
ピングが可能であるため、近隣施設について主に集
会所のグルーピングによって操作を行った。

集会所

表Ⅳアンケート調査概要

実施目的

各施設の利用実態を把握する

実施対象

若葉台団地一丁目～四丁目全6400 戸住民の
約半分――3500 戸を対象に実施した

表Ⅲ戸数把握

実施方法

全住棟の半分住戸にポスト投函

①

673 戸

実施期間

１２月８日～１２月３１日まで

②

643 戸

回収率

287/3500 件、回答率 8.2％

③

1024 戸

④

835 戸

⑤

1691 戸

⑥

679 戸

⑦

822 戸

図Ⅰ集会施設利用圏によるグループ

集会所のグルーピングに関して、数は施設利用圏
論によって戸数の把握を基づき決めた。場所は緑道
利用のアクセス利用によって、各グループ内の場所
を決めたと考えた。まず定量的に戸数を把握すると、
各グループの戸数はずれているが、平均値を計算す

図Ⅲアンケート調査によるグループ分け図
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４－２施設別から見る利用実態
⑴、ショッピングセンター（略：SC）利用実態
①居住エリア、②車持ちかどうか、③住んでいる
階数④年齢は SC の施設利用状況を影響与える要素

図Ⅴエリア別家の近くに欲しい施設

⑵、医療施設利用実態
医療施設の利用に関しては、車の持ち状況とエリ
アを問わず、団地内と団地外医療施設の利用比例は
図Ⅳエリア別 SC 利用頻度
表Ⅴ年齢別 SC 利用頻度

ほぼ一緒である。ただ年齢別で見ると、60 代以下よ

表Ⅵ車持ち状況別 SC 利用頻度

り 60 代以上団地内の医療施設への依頼が高くなる

60代以下

60代以上

エリア

車持ち率

最も多い利用頻度

のが見られる（表Ⅷ）。近隣医療施設の利用について、

毎日

3%

10%

①

78.6%

週3 回

エリアに関しては特定な傾向が見られていない。

ほぼ毎日

7%

25%

②

70.4%

週1 回

週3 回

12%

26%

③

64.3%

週３回／ほぼ毎日

週2 回

19%

15%

④

46.2%

週３回／ほぼ毎日

週1 回

36%

18%

⑤

70.3%

週３回／ほぼ毎日

行かない

10%

5%

⑥

39.3%

週３回／ほぼ毎日

その他

13%

1%

⑦

62.9%

週３回／ほぼ毎日

と判断した。単一要素

⑧

63.2%

週2 回

の場合、エリアと年齢

⑨

87.5%

週1 回

が利用と関係のある

⑩

81.3%

週1 回

要素である。近いエリ

⑪

78.6%

週1 回

以上の利用率が 60 代以下より高いことがわかった。

アの利用頻度が高い、

⑫

81.3%

週３回／ほぼ毎日

余暇時間が増えると、団地内のレクリエーション施

遠いエリアの利用頻

⑬

66.7%

週３回／週2 回／週１回

設の利用率が増えることがわかった。

度が低いことが見ら

平均

68.5%

表Ⅷ年齢別医療施設の利用状況
60代以下

60代以上

団地内の医療施設だけを利用する

４％

８％

ほぼ団地内の医療施設を利用するがたまに外の医療施設も利用する

３３％

４６％

普段は外の医療施設を利用するがたまに団地内の医療施設も利用する

４１％

３４％

外の医療施設だけを利用する

１３％

８％

病気にはほとんどかからないため病院に行かない

９％

４％

⑶、スポーツ（公園）施設利用実態
年齢別でスポーツ（公園）の利用を見ると、60 代

れる（図Ⅳ）。また、
60 代以上の SC への依頼が高くなる傾向が見られる
（表Ⅴ）。
複合要素の場合

表Ⅶ②要素で SC 利用状況
○：高い△：やや高い×：低い××：非常に低い

は、①エリア＋階数
の利用頻度を決め
る要素はエリア主

SCまでの距離近い

SCまでの距離遠い

車持ち率高い

×

××

車持ち率低い

○

△

導である。②エリア
＋車持ち状況を複合する場合、利用頻度が異なる。
その結果は表Ⅶで表す。
また、家の近くに欲しい近隣施設について、エリ
アごとに求めっている施設が異なる。
上位三位の施設は「カフェ」(92 票）、「新鮮食品

公園利用状況はほぼ構想通り近隣住区内の公園を
利用しているが、実際の利用状況は偏りがある。若
葉台公園と大貫谷公園はエリア問わず利用されてい
るに対して、桧山公園は近隣住区の住民しか利用さ

店」
（69 票）、と「本屋」
（65 票）である。また、
「今

れていない上で、利用率が低い。（図Ⅵ）。

のままでいい」票数が一番多いエリアは SC への距離

⑷、集会所施設利用実態

が最も遠いエリア（⑩）である。
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図Ⅵ近隣公園利用圏による公園利用状況

エリア問わず団地内過半数の住民は集会所を通わ

ないことがわかった。年齢別で見ると、60 代以下通

で構想された状況と不合致になる嫌いがある。

う人が四分の一に対して、60 代以上通う人が半分占

⑵、不合致の部分に対しての留意点

める。また、集会所の設置はほぼ住棟の一階にある

団地内の人口構成（高齢化）を対応するため、団

ので、利用傾向は低い階数に住んでいる通う人は高

地内元々ある診療所は高齢者向けの専門科に転換す

い階数に住んでいる通う人より多いことがわかった。

る傾向が見られるが、将来的に考えると、新しい世

５．利用実態と配置計画の関係性に関しての考察と

帯・若世帯の呼び込みにとって非常に不利である。

将来への提示

そのため留意点が二つだと考える。①現在の団地内

５－１ショッピング施設

高齢化の状況に対して、もっとアクセス利便性高い

⑴、当初計画とアンケート結果の比較

診療所の増設が必要がる。例えば今既にある循環バ

地区センターの店舗減少・多様性不足、また近隣

スの本数を充実し、アクセス利便性を高める。②将

商業施設がなくしたことによって、当初計画案で構

来の新しい世帯を呼び込むために、子育て世代など

想された利用実態は実際と不合致だと見られる。

向けの多専門科診療所の新設も必要がある。

⑵、不合致の理由に関して

５－３スポーツ（公園）施設

住民年齢構成と戸数が年々変化しており、ショッ

⑴、当初計画とアンケート結果の比較

ピング施設の客層も減少しながら変化していく。ま

アンケート調査の結果から見て、スポーツ施設と

た、立地条件は周辺の客層を呼び込みのはにくい上

公園の利用の回答が混ざってしまい、分けて討論す

で、新しい商業施設が建設され、内部の客層流出も

るのは難しくなった。ただ、当時構想された「住民

発生してしまった。

の余暇時間が増え、レクリエーション施設に対して

⑶、将来向けの提示

の需要が高まる」という状況が確実に現在の利用か

住民達の意見を通して、団地内の家賃が高くて閉
店しざるを得ない店舗があることが分かった。さら

ら見て合致している。
⑵、存在している問題点について

に元々ある施設に対しても「料金が高いから利用し

近隣公園に関して、特殊な立地が原因で期待通り

ない」という意見もあった。家賃が高いから店側と

に利用されていない公園がある（桧山公園）。自然林

して料金上げなければならない、客側にとって料金

としてそのまま保留するのか、それとも機能転換す

高いから利用しない。そして利用する客が少ないか

るのかをしっかり住民の意見を把握する上で今後の

ら閉店してしまう店が続々出てくるという悪循環を

方向性を検討するのは課題だと考えられる。

マネジメント手段で止めるのはショッピングセンタ

５－４集会所施設

（資金の問題
ーにとって第一歩の解決案だと考えた。

⑴、当初計画とアンケート結果の比較

になってしまった。）また、近隣商業施設―ミニショ

当初計画案とアンケートによる現状は多少前向き

ップも同じ原因でなくなった可能性があると考えた。

な変更があった。元のグルーピングでは管理組合・

しかし住民達は近隣の商業施設にはまた期待してい

自治会にとってアクセス不便なところがあって、そ

ることが見られるので、住民達にとって需要度の高

の部分に関してさらにグループ中で細分化して、集

い近隣施設の機能を考え直しべきだと考えた。

会所を増設した。

５－２医療施設

⑵、将来に向けての提示

⑴、当初計画とアンケート結果の比較
当初計画の医療施設の配置はほぼ継承され、中央
病院の利用率はかなり高く、実際の利用実態も計画

60 代以上になると利用率が高くなる傾向が見ら
れる。将来的には診療所やミニショップなど機能上
の充実が可能ではないか。

案の構想とほぼ合致だと言える。ただし、近隣医療
施設―診療所の配置に関して、緊急時の対応の意味

表Ⅸ若葉台団地における配置計画により各施設の将来の課題まとめ

商業施設

が見えなく、診療所は専門の偏りがあるため、近隣

マネジメント手段で家賃調整、店舗多様化にする、近隣施設に
ついて住民の要求をさらに把握する上で増設

ではない専門科の診療所に行かなければならない場

医療施設

診療所アクセス性を高める、機能充実

合もある。また、アンケート結果により、団地内の

スポーツ施設

利用率低い公園の方向性を考え直し

高齢化が進んでいるとともに、団地内の医療施設へ

集会所

他の施設との機能複合により利用を高める

の依頼性も高まっているのが見られる。ただし、ア
ンケート調査によって、今のある施設しか設問でき
なくて、今のままだと将来の利用はどんどん計画案

参考文献（抜枠）
：
『若葉台団地基本計画』神奈川県住宅供給公社・1971 年／『若
葉台団地建築基本設計報告書』市浦都市開発建築コンサルタンツ・ 1974 年
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地域に開かれた場における利用者の交流の生まれ方に関する研究
―熱海銀座商店街の二店舗を対象にして―
18RA127

古内 裕之

指導教員

江口亨准教授

１．はじめに

月に開店した宿泊施設「ゲストハウス MARUYA」に

1.1 背景と目的

併設するカフェバーである。宿泊者に限らず誰でも利

地域コミュニティの担い手とされてきた商店街では、 用でき、運営はゲストハウスのスタッフが担う。
近年地方都市を中心に衰退しており、地縁に基づく人

② シェア店舗 RoCA
シェア店舗 RoCA（以下、シェア店舗）は、マチモリ

間関係の希薄化が問題となっている。
一方、静岡県熱海市は 2011 年以降観光客数が増加

が借りている不動産を 2017 年から３つの区画に分割

傾向にあり、中心市街地にある熱海銀座商店街には地

し、それぞれを別のテナントに転貸している(図２)。

域住民や観光客が訪れ、交流の場となっている。

そのうち２つの区画で、
「イタリアンバール QUARTO」

そこで、本研究では熱海銀座商店街の中でも日常的に

というカフェと「La DOPPIETTA」ジェラート屋が営

交流が生まれている二つの店舗を調査し、運営者の場

業している。3 つ目の区画には店舗が入居しておらず

づくりの意識や空間特性、使われ方に着目して交流が

マチモリが管理しており、一部をテーブル席として来

生まれる要因を探ることを目的とする。

店客に開放している。

1.2 研究対象

1.3 研究の位置付け

熱海銀座商店街は、JR 熱海駅から徒歩 15 分ほど

地域の居場所に関する研究として、商店街の喫茶店

に位置する全長約 200m、総店舗数 39 軒の商店街で

を対象とした木綿らの研究※ 1 では、喫茶店は商店街の

ある。商店街の中央に位置する MARUYA テラスと

人間関係の中でコミュニケーションの場として利用さ

シェア店舗 RoCA は、熱海でまちづくりを行う株式

れるものの、その関係は内部化されており他の人に対

会社 machimori（以下、マチモリ）が空き店舗をリ

して排他性を生じている状況を論じた。本研究の対象

ノベーションした店舗である（図 1）
。いずれも日常

とした店舗は、内部としての商店街の人間関係や店主、

的に地元の常連客が多く利用するほか、観光客も訪れ

地元住民だけでなく、外部である観光客を含んだ多様

る場であり、この２つの店舗を研究対象とした。

な交流が行われていることから、研究対象として意義

① MARUYA テラス

があると考えた。

MARUYA テラス（以下、テラス）は、2015 年 11

図 1 研究対象の位置

図 2 シェア店舗 RoCA の平面図

図 3 ゲストハウス MARUYA の平面図

A study on how to be created the interaction of users in places open to the community - For two stores in
Atami Ginza shopping street –
Hiroyuki FURUUCHI（Supervisor : Toru EGUCHI）
Keywords: communication, regional vitalization
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1.4 研究方法

テラスはカウンター席とテーブル席は分断されてお

まず予備調査として各店舗で観察調査を行い、営業

らず一体の空間にあるのに対し、シェア店舗ではそれ

時間の一部で利用者の行動を記録した。そして、本調

らが離れて空間的に分断されている違いがある。

査では、営業時間内の全ての利用者の属性や行動、滞

3．行動観察調査による場の使われ方の分析

在時間を記録した。調査は各店舗について 2019 年

3.1 調査・分析方法

12 月における平日、休日 2 日間ずつ行った。
さらに、店舗の利用者と運営者へのヒアリング調

利用者の属性は、観光客・地元住民・その他と分類
した。
「観光客」は旅行用マップなどの所持品や会話

査を行った。利用者は地元住民と観光客に分け、店舗

の内容などを総合的に考慮して判断した。
「地元住

の利用に対する意識ついて、また、運営者へは場づく

民」は滞在調査中に地元住民と確認できている人の

りの意図や使われ方の変化について聞き取りをした。

他、店のスタンプカードやスタッフとの接し方・会話

2. 運営者の場づくりの意図と空間の特徴

の内容をもとに判断し、判断が微妙な場合には可能な

2.1 運営者の意図

範囲でスタッフに尋ねた。上記に当てはまらない場合

テラスのコンセプトは「地元の体験を味わってもら

や判別ができない場合を「その他」と分類した。

う」であり、体験は「地元の人との交流」や「地元の

行動内容は 30 分毎に記録し、同時に複数の行為を

食」を指すという。つまり、テラスで宿泊者が地元の

行っている場合は全て記録した。行動内容については

食材を食べ飲みしながら地元の人と交流できる場とし

できるだけ細かく記録を行った上で、分析時には既往

て意図されており、商店街からも内部が見えるように

研究※２に則り表 1 のように分類し、集計を行った。

設計がされている。

その他、来店時間や利用者のグループ人数、滞在時間

一方でシェア店舗は、区画 1 の店主によると交流の

を記録した。
表 1 行動の分類

場となることを特に意識しているわけではなく、地元
の人の日常に溶け込み気軽に立ち寄る場、観光客にと
って人生の思い出になるような場となることを目指し
ている。ひとりの客が立ち寄りやすいようカウンター
席を道路に近い場所に設置されている。

主たる⾏動

⾏動内容
飲食を行っている
複数人で会話をしている。
休憩・思考をしている。外見上の動きはない。
書籍や雑誌を読んでいる。地図を見ている
パソコンを使用（操作）している
スマホ（携帯電話）を見ている、操作している
音楽を聞いている

飲食
会話
休憩・思考
読みもの
パソコン使用
スマホ使用
音楽鑑賞

3.2 調査結果

2.2 空間の特徴
観察調査を行うにあたり、図 4、図 5 のように座席
に番号を振った。テラスは図 4 の座席番号１、２を

(1)来店人数と利用者属性
４日間の来店人数は合計でテラスが 103 人、シェ

「カウンター席」
、その

ア店舗が 474 人だった。シェア店舗ではテイクアウ

他の座席を「テーブル

トの人数が 87 人で来店者全体約 18%を占める（表

席」とした。シェア店

2）
。テラスではテイクアウトの利用者は、調査日に

舗は図 5 の座席番号 1〜

おいては観察されなかった。人数構成は１人もしく２

5 を「カウンター席」
、

表 2 各調査日における来店

その他の座席を「テー

12/5（⽊） 12/9（⽉） 12/14（⼟） 12/15（⽇）

テラス

ブル席」とした。

6⼈

30⼈

65⼈(3)

59⼈(8)

140⼈(35)

合計
103⼈

210⼈(41)

合計
474⼈(87)

( )内の数字はテイクアウトの⼈数を⽰す
6⼈以上

1組

5⼈

2組

4⼈

2組

3⼈
2⼈

地元住⺠

観光客

その他

2組

1組

5⼈

5組

18組

5組

3⼈

2組

16組

0組

6⼈以上

4⼈

5組

1⼈

2⼈

3組

10組

テラス

図 5 空間の特徴と座席番号

50⼈

12/9（⽉） 12/13（⾦） 12/14（⼟） 12/15（⽇）

RoCA

図 4 空間の特徴（テラス）

17⼈

15組

1⼈
20組

25組

地元住⺠

16組

1組
1組

0組

観光客

その他

1組
2組

28組

105組
58組

20組

10組

40組

60組

2組
5組

80組

100組

120組

シェア店舗

図 6 来店者の人数構成と属性
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2 人での利用が多く、地元住民は 1 人での利用が多か
った(図 6)。

(4)利用者の座席選択と滞在時間
座席ごとの利用者数と滞在時間を分析した。表 4
をみると、テラスでは座席番号 10〜40 のテーブル席

(2)属性別にみた利用者の行動
行動観察調査から得られたデータを集計し、利用者

の利用者数が多く、シェア店舗ではカウンター席もテ

の属性と行動の関係を分析した。分析を行うにあた

ーブル席もそれほど差がなく利用されている。席ごと

り、
「飲食」を対象から除外した。飲食店という特性

の滞在時間を見ると、テラスではテーブル席の利用に

上、利用者が飲食行為を行っていることは自明であっ

比べてカウンター席の滞在時間がかなり長いことが明

たこと、また飲食途中か否かの判断（コーヒーを飲み

らかになった。シェア店舗では座席による滞在時間の

残しているかどうかなど）が難しかったためである。

差は大きく見られなかった。
（図 11）

集計結果を図 7、図 8 に示す。テラス、シェア店舗
双方で「会話」が中心であることがわかる。特にテラ
スを利用する地元住民では「会話」のが 96.9％と非

表 3 座席ごとの利用人数と平均滞在時間
カウンター席
1

2

3

10

20

30

40

51

52

53

54

利⽤者数（⼈）

6

7

1

25

24

13

19

1

1

3

2

カウンター席
座席席番号

1

利⽤者数（⼈）
平均滞在時間（分）

96.9%

3.1%

87.2%
0%

10%

20%

会話

30%

40%

休憩・思考

2.8% 10.1%
50%

読みもの

60%

70%

パソコン

80%

スマホ

90%

100%

⾳楽

図 7 属性による利用者の行動（テラス）
地元住⺠
n=80

3.8%

63.8%

観光客
n=338
10%

20%

会話

30%

40%

休憩・思考

17.5%

50%

読みもの

60%

パソコン

70%
スマホ

80%

3

10

15

29.0

44.0

4

5

20

30

40

60

70

80

51

52

53

54

55

7

22

12

21

21

14

7

5

13

12

14

12

13

36.0 34.4 34.3 30.6 39.1 38.8 25.9 70.2 43.8 36.8 28.4 28.8 29.0

180分
⬛

カウンター席

120分

90分

90分

60分

60分

30分

30分
1

2

⬛

150分

テーブル席

120分

0分

3 10 20 30 40 51 52 53 54

15.1%
90%

0分

1 2 3 4 5 20 30 40 60 70 80 51 52 53 54 55

座席番号（シェア店舗）

座席番号（テラス）

(5)グループ属性と滞在時間
100%

⾳楽

来店者の人数と滞在時間の関係をみると、少ない人
数で来店するほど滞在時

(3)利用者属性による座席選択

間が長くなる傾向が両店

座席をカウンター席とテーブル席でまとめ、利用者
の属性の割合を算出した。テラスでは差が顕著で、カ

120分

舗で見られた。特に、テ
ラスの 1 人利用の滞在時

80分
60分

20分

用していた。シェア店舗では、テーブル席の利用が主

利用者 にとっては長く

0分

に観光客であることはテラスと同様であるが、カウン

居座れる場として使われ

ター席でも観光客の利用が約 30％を占めた。

ていることがわかった。
7.1%

87.5%
4.5%
10%

20%

30%

40%

地元住⺠

50%
観光客

60%

70%

80%

90%

100%

その他

図 9 利用者属と座席利用（テラス）
カウンター席

67.2%

3.0%

29.9%

テーブル席

65件

２⼈

22件

91件

３⼈以上

10件

43件

47.5

44.4
34.1

１⼈
テラス

２⼈

32.1

28.1

３⼈以上
シェア店舗

図 12 グループ属性と滞在時間

4．利用者の交流意識と交流の場の変化

4.1%

3.1%
10%

20%

30%

40%

地元住⺠

50%
観光客

次にテラス、シェア店舗の利用者と運営者に対して
ヒアリング調査を行った。利用者に対するヒアリング
は、テラスで地元住民 5 件と観光客 4 件、シェア店
舗で地元住民 4 件と観光客 8 件で、合計 21 件行っ
た。運営者は、テラスでスタッフ 2 名、シェア店舗

92.8%
0%

シェア店舗

19件

4.1 ヒアリング調査の概要

8.0%

0%

テラス
１⼈

40分

間は特出して長く、1 人

92.9%

110.4

100分

ウンターは主に地元住民が、テーブル席は観光客が利

テーブル席

カウンター席
テーブル席

図 11 座席と 1 人あたり平均滞在時間

図 8 属性による利用者の行動
（シェア店舗）

カウンター席

下の表：テラス

テーブル席

180分

2.5%
7.5% 5.0%

3.3%
5.3%
1.2%

75.1%
0%

60%

70%

80%

90%

100%

ではカフェの店主 1 名から話を伺った。
（表 4）

その他

図 10 利用者属と座席利用
（シェア店舗）

表 4 利用者へのヒアリング調査
調査対象
利⽤者
運営者

90

2

13
38.7

150分

観光客
n=109

左の表：シェア店舗

平均滞在時間（分） 150.7 86.9 178.0 41.8 50.6 44.7 33.2 23.0 23.0 24.7 25.5

常に高い割合を示した。
地元住⺠
n=64

テーブル席

座席席番号

⼈数
テラス：9件

調査実施⽇

概要

2019年12⽉28⽇、29⽇、

調査内容
利⽤⽬的、店を選んだ理由など利⽤者

シェア店舗：12件 30⽇、2020年1⽉4⽇、5⽇ 意識について
テラス：2名
2020年1⽉15⽇、20⽇
場の使われ⽅、利⽤者の変化について
シェア店舗：1名

4.2 利用者が求める交流

4.3 運営者が感じた交流の場の変化

（1）来店の目的と交流意識

テラスとシェア店舗を開店当時から運営しているス

利用者の来店目的では、シェア店舗の利用者及びテ

タッフに対して、場がどのように変化してきたかを質

ラスを利用する観光客は「飲食」を目的とする場合が

問した。オープンから 4 年が経過したテラスでは、当

最も多かった一方で、テラスを利用する居住者が特に

初ゲストハウス宿泊者と地域住民が主に利用してお

交流意識が高いことが明らかになった。
（図 13）

り、徐々に宿泊者以外の観光客の比重が増えてきたと

シェア店舗＿観光客（8）

1件

シェア店舗＿地元住⺠（4）

4件

2件

1件

テラス＿観光客（4）

いう。飲食を目的として来店する観光客が増加した

1件

が、住民やスタッフがコミュニケーションをとる文化

4件

1件

はなくならず、スタッフや住民と仲良くなった観光客

3件

テラス＿地元住⺠（5）

が常連となるケースも増えた。

5件
0%

20%

交流

飲⾷

40%
休憩

60%

80%

100%

無効な回答

シェア店舗では、観光客が増え利用者の年齢層が広
くなった実感があるほか、1 日に 2、3 回利用する地

図 13 利用者の来店目的

さらに、来店目的を「交流」と回答したテラスを利

元の利用者が現れるようになり、たまり場のように利

用する地元住民に対して、どのような人と交流したい

用される変化していったことがわかった。

かを聞いたところ、図 14 に示す回答が得られた。回

5．まとめ

答は分散しており、テラスを利用する居住者は他者と

日常的に交流が生まれている熱海銀座商店街の２つ

の交流を求めている点は共通しているが、求める交流

の店舗で、交流の場としての使われ方と、利用者側・

相手は人によって異なることがわかった。このこと

運営者側の意識を調査した。テラスは交流の場として

は、テラスで居住者・観光客・スタッフによる多様な

運営され、交流意識の高い地元の住民が利用し、観光

交流が生まれる要因の１つであると考えられる。

客を巻き込んで交流を行っていた。シェア店舗は交流

0⼈

スタッフ

地元の⼈

熱海以外の⼈

1⼈

1⼈

1⼈

1⼈

2⼈

魅⼒的な⼈
2⼈

3⼈

4⼈

⾃分で何かを
している⼈
1⼈

5⼈

の場としての運営意図はないが、ひとりでも利用しや
すいカウンター席では店主と利用者の間、また利用者

6⼈

図 14 望ましい交流相手（テラス利用者）

(2)地域の交流の場の変化
地元の居住者に対しては、テラスやシェア店舗がで
きる以前に、観光客との交流の場や、地域住民との交
流の場があったのかを質問した。得られた回答を整理
すると、①観光客との交流の場はあまりなかったこ
と、②地元の人との交流については、友人と居酒屋や
スナックに行くことはあったが、テラスやシェア店舗
のように店にいる誰かと交流するような場はなかった
ことがわかった。

同士での交流が生まれていた。それぞれの店舗で交流
が生まれる要因を考察したものを表５にまとめた。
本研究では主に交流を行っている利用者を対象に調
査したが、他者との交流を求めていない利用者もいる。
そのような利用者も含め、交流の場のあり方をより総
合的に分析していくことを今後の課題とする。
［参考文献］
1. 木綿 愛子, 小松 尚「地域における社会的居場所としてみた商店街の
喫茶店に関する研究」日本建築学会体外学術講演梗概集, 2003 年 9 月
2. 丹羽 由佳理,他「座席選択傾向に基づく店舗内行為と空間要素の関連
性」日本建築学会計画計論文集, 第 82 巻, 第 731 号 41-48, 2017 年 1 月

表 5 テラスとシェア店舗の交流に関する要素の比較
テラス
交流の特徴

空間的な要因
意識的な要因
⽣じた変化

宿泊者×地元住民×スタッフ×観光客の間での交流

シェア店舗
・店主と利用者の交流
・利用者同士の交流

・商店街から中が見える

・商店街から中が見える

・カウンターとテーブルが近い

・店主との距離感

・狭い空間であるため、離れた席でも会話が聞こえやすい
・交流の場としての運営意識

・１人利用のしやすさ
・１人で運営している

・地元住民の交流意識が高い

・地元住民の使いこなし

商店街の観光客が増え、交流の輪が広がった

徐々に地域になじみ、日に数回利用する人が現れた
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地域に開かれた場における場の使われ方と利用実態に関する研究
―ひばりが丘団地の「ひばりテラス 118」を対象として―
1663061 後藤 大輝
指導教員

1. 研究の背景と目的

江口亨准教授

4. ひばりテラスの利用実態と場の使われ方

近年、個人や民間、NPO 法人などが自ら設立・運営

4-1. コミュニティスペースの利用者の分析

する、地域住民の交流や地域活動の拠点となる場が

2015 年 11 月から 2019 年 11 月のコミュニティス

増加している。交流機会の減少や地域コミュニティ

ペースの利用データ 3922 件(2018 年 5 月から 2019

の希薄化が問題視されている現代において、地域に

年 3 月は不明）から利用者の特徴を分析した。

開かれた場での交流が住民同士のつながりを深める

まず、年別に利用者の居住地を比較した(図１)。

上で重要である。そこで本研究では、東京都西東京

2015 年では「その他の地域」が 0%だったのに対し、

市と東久留米市にまたがるひばりが丘団地にある

2019 年では 41%を占めている。これは、コミュニテ

「ひばりテラス 118」(以下 ひばりテラス)を対象に、

ィスペースの利用には居住地の制限がないため、ひ

住民が集まる場の使われ方に着目した。研究の目的

ばりテラスの認知度の広まりにあわせて、団地外や

は、利用者が場を自由に使えることが利用者の満足

市外の利用者が増加したと考えられる。一方、団地

度につながっていることを検証することとした。

内の利用者の割合は 52%から 19%に減少しているが、

2. 研究対象

絶対数を見ると 12 から 221 に増加している。

ひばりテラスは旧ひばりが丘団地で使用されてい

また、利用目的ごとの利用回数を比較すると、2016

た 1958 年竣工の長屋形式２階建て住戸である「テラ

年で「講座・教室利用」が 65%を占めており、現在

スハウス 118 号棟」を改修し、2015 年 11 月に開設

まで増加傾向にある(図２)。一方、
「友人や家族との

された。運営は 2014 年 6 月に UR 都市機構と民間デ

利用」は 13%から 6%に減少している。

ベロッパーが共同で設立した「一般社団法人まちに

以上より、当初想定していた団地内の住民の居場

わひばりが丘」(以下 まちにわ)が担っており、貸し

所という利用形態だけでなく、団地外の住民の居場

スペースであるコミュニティスペースの運営や地域

所や、講座や教室などの営利目的の行為の場という

交流のためのイベント活動などを行っている。まち

使われ方が加わっていたことがわかった。
0%

にわの運営は現在、民間の事業者に委託しているが、
2020 年度に住民へ移行される予定である。

10%

2019 年 11 月までのコミュニティスペースの利用者
(291 人)に対して行い、
10％の回収率となった(表１)。
表１

アンケート調査概要

対象

コミュニティスペース利⽤者（291 ⼈)

期間

配布：2020 年 1 ⽉ 8 ⽇

回収率

10％（配布数 291

回収：2020 年 1 ⽉ 13 ⽇

回答数 29）

60%

0%

80%

40%
39%

28%





41%








居住地ごとの利用回数の比較（年別）

10%

20%

30%

40%

50%

48%

2016(805)

60%

70%

80%

2019(1166)

図２





100%

11%

80%

2018(441)

90%

13%
75%

2017(1487)



100%

27%

40%



90%

18%

40%

32%

図１

70%

43%

19%


査を行った。アンケート調査は、2015 年 11 月から

50%

31%

2019(1166)

アへのヒアリング調査と、利用者へのアンケート調

40%

37%

2016(805)
2018(441)

ひばりテラスにて、事務局スタッフやボランティ

30%

52%

2017(1487)

3. 研究方法

20%

2015(23)

87%



7%




6%





利用目的ごとの利用回数の比較（年別）

次に、定期利用について分析した。定期利用とは、
月 1 回以上、かつ、３ヶ月以上の継続した利用と定
義した。現在までの利用のうち、定期利用者は 48 人

92

で全体の１割ほどであるが、定期利用者の利用件数

での貸し出し、ひばりテラスでは 30 分単位での貸し

は約 8 割であり、定期利用者が頻繁に利用していた。

出しと違いがあった。ひばりテラスの利用者は 1 時

また、定期利用のうち講座・教室利用が目的の割合

間半以上 4 時間未満の時間帯で幅広く利用している

は 83%であった(図３)。このことから、定期利用者

ため、利用時間を選べることで利用しやすいと言え

がコミュニティスペースの利用の中心であり、その

る。

多くが講座・教室利用が目的であることがわかった。
(3922)
(372)

79%

13%
0%

10%

20%

図３

30%

40%

 

21%

87%
50%

60%

 

70%

80%

90%

また、地域センターでは備品の貸し出しはないが、
ひばりテラスではマットや姿見鏡などの備品が借り

100%

定期利用者の内訳

4-2. 交流の実態

られる。アンケートの回答を見ると「備品を利用し
たことがない」は 7%であり、貸し出し備品がよく利
用されていることがわかる。

ひばりテラスで開催されるイベントに参加した事

このことから、ひばりテラスの特徴として、部屋

がある利用者は 79%であり、利用者は地域交流のイ

の大きさや種類は小規模であるが、多目的に利用で

ベントに関心があると言える。また、
「貸し場所では

きるスペースであること、また、利用者自身が利用

なく、交流の場になっている」という回答から、講

時間や空間の使い方を選択できることが挙げられる。

座・教室での利用だけでなく、地域交流の場として

また、
「公民館では営利目的の活動ができない」と

認識しているとわかった。
一方で、定期講座開催者はコミュニティスペース
を通じて高い頻度でひばりテラスを利用しているが、

いう回答から、ひばりテラスの特徴として営利目的
の活動が許されていることも挙げられる。
5. 結論

まちにわ主催のイベント活動に運営とともに参画す

ひばりテラスでは、居住地域や利用時間、目的に

る場面は見られなかった。

制限がないこと、多機能な施設であることで利用者

4-3. 地域の公民館との比較

が自由な使い方をすることができ、地域の公民館で

コミュニティスペースの利用形態の特徴を、団地

は対応できない住民のニーズにこたえていることが

内にある地域の公民館である「東久留米市南部地域

わかった。また、コミュニティスペースの利用者は

センター」(以下 地域センター)と比較して分析する。

定期講座開催者が中心であった。利用者の中には、

まず、ひばりが丘団地は東久留米市と西東京市境

ひばりテラスを単に営利目的での活動の場としてで

に位置するため、市で管理する公民館の利用に関し

はなく、地域交流の拠点としても認識している人が

ては、団地内であっても料金やサービスが異なって

いる一方で、定期利用者の多くは、地域交流を目的

いた。一方、ひばりテラスでは会員別のサービスは

としたまちにわの活動に主体的に参画する動きは見

あるものの、団地内の利用者へのサービス等に差は

られなかった。

見られなかった。
「公民館では市外在住だと登録など

2020 年度の住民への運営移行に向けて、ひばりテ

が面倒」という利用者の意見から、居住地に関係な

ラスでの交流人口を増やすことが課題である。そこ

く利用出来ることが特徴であると言える。

で今後は、定期利用者を交流につなげるべく、事務

また、ひばりテラスの部屋は数が６つ、面積は 15

局スタッフや地域住民、ボランティアなど、ひばり

〜22.5 ㎡なのに対して、地域センターでは８つ、26

テラスに関わる人を運営や企画に巻き込み、地域交

〜93 ㎡であり、ひばりテラスの方が数、大きさ共に

流のための活動を継続する試みが求められる。

小規模であった。部屋の種類は、地域センターでは
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公立小学校の体育館における夏季の温熱環境に関する研究
1663157
指導教員
１．序論
熱中症は直射日光の当たる屋外のみならず屋内で
も発生している。特に冷房設備のない体育施設は熱
中症を警戒すべき施設の一つである。勝俣ら 1)は、
屋内は屋外よりも風速が低く湿度が高くなることを
予想し、真夏のスポーツ活動としては屋内でも屋外
と同等の生体負担度を受けると述べている。
一方で全国の公立小中学校において、普通・特別
教室の空調設備設置率は 41.7%なのに対し、体育館
等は 1.2％と非常に低い 2)。神奈川県横浜市では、
公立小中学校への空調設備導入への意識が高く、
2019 年度までに普通・特別教室へ 100％設置完了予
定である。次なる課題は体育館における冷房化であ
るが、2019 年時点での横浜市の普及率は事実上 0％
である 3)。夏季の体育館の温熱環境に対して早急に
対策をとる必要がある一方で、体育館の温熱環境の
調査データが少なく改修計画を立てにくいというの
が現状である。
そこで本研究では体育館の夏季の温熱環境を把握
し改善するための課題を抽出するために温熱環境実
測調査を行う。
２．研究方法
まず調査校を決めるため、対象区として横浜市保
土ヶ谷区の市立小中学校の体育館計 31 棟について
分析を行った。体育館の形状は田辺ら 4)による公立
小学校の形状の 5 つの分類法に従った。
建築面積は 500～600 ㎡の体育館がもっとも多く
10 棟となった。また建築面積の平均値を求めたとこ
ろ、中学校のメイン体育館は 875 ㎡、小学校は 660
㎡となった。体育館を形状別に分類すると単層型 5)
が 16 棟と最も多く全体の 50％以上を占めていた。
さらに体育館の長手方向については南北に長い体育
館が最も多く 16 棟と全体の半数以上を占める結果
となった。そこで今回は、建築面積が 500～600 ㎡程
度で単層型の対象地区の一般的な学校の体育館の条
件に当てはまり、方位と周辺環境の違う学校の中か
ら、協力を得られた市立 K 小学校と S 小学校の 2 校
を対象に実測調査を実施する。
次に夏季の体育館の温熱環境の実態を把握するた
めに、2019 年 8 月～9 月に実測調査を行った。調査
の概要と実測対象の平面図及び機器設置位置はそれ
ぞれ表 1、表 2、図 1 に示す通りで、調査時期は、夏
季休業中で学童保育利用されている 8 月と学校が始
まった 9 月とした。
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張晴原教授
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田中稲子准教授

３．温熱環境実態調査結果
観測日の中で気温が高かった 9 月 2 日から 3 日の
屋内外の気温変化を図 4 に示す。晴れていた 9 月 2
日の 15：30～21：00 において、
Ｋ小では最高 35.2℃、
Ｓ小 35.5℃となった。

図1

対象区体育館の

対象区施設

形態別体育館数

床面積ごとの棟数
表1

図2

対象体育館(単層型)詳細

学校名 竣工年 方位

面積

構造

周辺環境

(㎡)

東

西

南

K小

1972

東西

RC・S造

544

道路

校庭

道路

北
庭

S小

※

南北

RC・S造

544

校舎

林

校庭

林

※詳細不明。1969～74年の間

表 2

実測調査概要

調査場所

横浜市立K小学校・S小学校

調査期間

①2019年8月22日～23日
②2019年9月2日～4日

調査項目

室内

気温、相対湿度、黒球温度、風速

屋外

気温､相対湿度

測定位置

高さ：床面から1.0ｍ 位置は平面図に記入

測定間隔

1min、風速計のみ10sec

エントランス

エントランス

△:小窓
:温湿度計

アリーナ

アリーナ

黒球温度計
風速計
:温湿度計

ステージ

図3

ステージ

対象体育館平面図(左から S 小、K 小)

図 4

9 月 2 日～3 日の体育館及び屋外の気温
気温

K小
S小

屋外気温

風速
WBGT

図 5

窓開け時の温度・風速の変化(9 月 2

日)
またアリーナの気温と外気温の差を平均した値は、
Ｋ小では 3.2℃、Ｓ小では 4.3℃となり、室内の気温
は外気温より高くなることが示された。2 校を比較
すると、猛暑日(9 月 2 日)においては S 小の方が気
温が高くなった。K 小と S 小の構造がほぼ同じで方
位と周辺環境が違うことを考慮すると、南北に長手
方向である体育館の方が、気温が高くなる可能性が
考えられる。前日が 35℃を超える猛暑日となった場
合、体育館の気温は外気温より下がらないことが分
かった。
４． SET*及び WBGT の算出
小学校の時間割を参考に、授業時間毎の SET*と
WBGT 注 2)を算出する。結果を図 5～図 7 に示す。ここ
で、夏季の服を想定し clo 値を 0.3、体育の授業な
どでの活動時を想定し代謝量を 4.0Met とした。図 5
から、窓開けによりアリーナ内の気温は 0.7℃、WBGT
は 0.5℃低下することが分かる。しかし WBGT は警戒
の域にとどまったままであり、既存の体育館におい
て窓開けによる運用のみでは活動に支障をきたす恐
れがある。SET*の値は晴天日（9 月 2 日）では全て
の時間において 35℃以上となり、WBGT は全ての時間
帯について警戒以上の温度となっていた。体育館は
運動には適していない環境であることが示された。
５.まとめ
南北に長手方向がある体育館の方が気温が高くな
りやすい可能性があり、晴日においてその傾向が顕
著である。また現状の窓開けだけでは体育館内の気
温を十分に下げることができない。この環境を改善
するために、特に日射遮蔽のためのルーバーの設置
等の建築的改修をすることで環境をよりよくできる
ことが期待される。

図 6

時間別 SET*（代謝量：4Met）

K小
S小

図 7 時間別 WBGT
【謝辞】
本実測にあたり、保土ヶ谷区及び実測にご協力頂い
た 3 校の先生方に深く感謝いたします。
【注釈】
注 1)
施設が校舎と離れているかつアリーナのみで構
成される体育館のこと
注 2)
WBGT(℃)＝0.7×湿球温度＋0.3×黒球温度
28～31℃で「警戒」
1)勝俣康之ほか：屋内・屋外におけるス

ポーツ活動
現場の温熱的環境，国際研究論叢 27(3)， p51-60，
2014
2) 文部科学省：
「公立学校施設の空調（冷房）設備
の設置状況について」
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/__ic
sFiles/afieldfile/2019/09/19/1421285_1.pdf
3) 新横浜新聞：
https://shin-yoko.net/2018/08/21/school2018/
4) 田辺新一ら 6 人：都市部の公立小学校体育館にお
ける環境性能に関する調査研究，空気調和・衛生工
学会大会学術講演論文集，pp173-176，2016.9
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駅の改札における上下線判別のための電車到着サイン音の効果に関する研究
〜相鉄線の駅を対象にして〜
1663131 久湊 行起
指導教員 張晴原 教授 田中稲子 准教授
はじめに                  

② ホームの形状

 現在、駅において駆け込み乗車をしている乗客が

 相鉄線の駅は上下線のホームが同一となっている

よく見られる。相鉄線「緑園都市」駅では無駄な駆

島式のホームと、相対式になっている形式とに分け

け込み乗車を防止すべく、 年  月に改札階に電

られ、それぞれにおいて改札とホームとを繋ぐ階段

車が到着したことを知らせるサイン音を上りと下り

が中央にある形と端にある形に分けられる 図  。

で作成するプロジェクトが実施された。このプロジ

また、改札とホームのどちらが上階にあるか、改札

ェクトによって駆け込み乗車が減ったという声はあ

階からホームの様子がわかるかどうかも調査した。

るが、実際にどれだけ緩和されているかという先行
研究はなく、今後緑園都市以外の駅にもサイン音が
駆け込み乗車防止として有効か検証が必要である。
 そこで、本研究では緑園都市駅と似た特徴を持つ
駅を相鉄線の中から選定し、その駅と緑園都市駅の
駆け込み乗車の実態を比較することで、緑園都市駅
のサイン音の事例が駆け込み乗車緩和に有効かを検
証することを目的とする。なお、本研究において「駆
け込み乗車」とは、
「改札階からホームの様子がわか


らない駅の改札で、電車が到着する音を聞いてホー
ムへ駆け込もうとする行為」と定義する。

図 2 相鉄線のホーム形状の種類

相鉄線における駆け込み乗車の実態調査概要  

表 1 相鉄線全駅の特徴

調査駅の選定
 緑園都市との比較対象駅を選定する上で、駅の規
模を把握するために以下に示す①と、駆け込みのし
やすさを把握するために②と③の調査を相鉄線全駅
を対象として調査した。
① 日平均乗降客数（人日）
 相鉄線全駅の  年度〜 年度の日平均の乗
降客数の平均を表したものを図  に示す。


図   年度〜 年度間の日平均乗降客数
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緑園都市

③ 発着時間間隔
 相鉄線は相鉄本線と相鉄いずみ野線の  つがあり、
それぞれ特急、急行、快速、各停のいずれの電車が
停車するか分類すると、$〜) までの計  グループ
表  参照 に分けられる。このうち %'() の  グ
ループは緑園都市と同じような時間間隔で電車が発
着することがわかった。

天王町

平日に、上記の各駅で  日ずつ、朝  時〜 時 と
夕（ 時〜 時）において、改札で電車到着音を聞

n=151

n=343

下り（朝）

n=220

n=528
n=215
n=95

上り（⼣）

n=219
n=106

下り（⼣）
0

5
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25

駆け込み率（％）

n=156
n=231

30

n=72
n=179
n=64

35

40

45
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図 4 駆け込み率
緑園都市
上り⾳誤認

n=57

天王町

n=70

（朝）

⻄⾕

n:⾛⾏者総数

n=130

下り⾳誤認

 年  月  日 火 〜 年  月  日 火 の

n=176

n=477

西谷、いずみ中央の  つが挙げられ、特に天王町は

調査方法

n:乗客総数

n=222

から緑園都市と似た特徴を持つ駅として、天王町、

上  駅において、駆け込み乗車の実態調査を行った。

いずみ中央

上り（朝）

②③を纏めたものを表  に示す。以上①〜③の結果

緑園都市とほぼ全ての調査項目で一致していた。以

⻄⾕

n=38
n=72
n=137

（朝）
上り⾳誤認

n=16

n=63

（⼣）

n=56

下り⾳誤認

n=26

（⼣）

いた乗客の行動を調査した。調査項目は①歩いてい

0

る人数、②駆け込み乗車をしている人数、③②のう

n=75

n=76
5

10

15

20

誤認駆け込み率（％）

25

30

35

40

ち、乗るべき方向と逆側の電車の到着音を聞いて駆

図 5 誤認駆け込み率

け込み乗車をしてしまっている人数、の  項目とし

込んだ割合は緑園都市の方が低いことがわかる。
また、各駅において下りが上りよりも誤認駆け込み

た。
実態調査結果と考察             

率が高い傾向にあるが、これはつまり上り方面（横
浜方面）の電車を利用する乗客が主に誤認しやすい

 駆け込み率（％）
 電車到着音が聞こえた際に駆け込み乗車をしてい

ということを意味している。緑園都市においてこの

る人数を乗客総数で除し、百分率で表したものを「駆

傾向が顕著に見られるが、これは緑園都市の上りに

け込み率」と定義する。調査駅  駅の駆け込み率を

は横浜、西谷、海老名など他線へ接続する駅が多い

図  に示す。駆け込み率が緑園都市で最も低くなっ

ことから、急いでいる人数も他駅より多くなり、サ

ているのはサイン音の効果が大きいと考えられる。

イン音に意識が向きにくいためだと考えられる。

一方、天王町も駆け込み率が高いのは、電光掲示板

おわりに                  

が存在しないことや役所が存在するために不特定多

 本研究から、サイン音を導入している緑園都市で

数が利用することも要因である。また、西谷で駆け

は駆け込み乗車が減少するという効果を確認するこ

込み率が低いのは、 年  月  日より -5 線へ

とができた。今後は緑園都市以外の駅にもサイン音

直通したことで、西谷の上下線ともに  時間当りの

が導入されることが期待されるが、サイン音を導入

本数が増えたことが原因であると考えられる。

しても、流れる音がどの方向の電車の到着を知らせ
るものなのかをしっかりと学習した乗客でなければ、

 誤認駆け込み率（％）
 駆け込んでいる乗客のうち、乗る電車とは逆の方

無駄な駆け込み乗車の防止は難しい。また、サイン

向の電車の音に反応して誤って駆け込んでいる乗客

音が有効でないタイプの人に関しては、音以外の方

の割合を百分率で表したものを「誤認駆け込み率」

法で駆け込み乗車を防止する策も必要である。

と定義する。ここで、いずみ中央はホームが島式で
あり、改札で調査した際駆け込み乗車が誤認かどう
かの判別が付き難いため、図  に示す  駅において
の誤認駆け込み率を示す。上り音誤認の 朝


謝辞
本調査を行うにあたり、多大なるご助言を頂いた横浜国立大学客員准
教授の船場ひさお先生及び調査にご協力頂いた相鉄ホールディング
スの関係者の皆様には深謝致します。

夕 の

緑園都市と天王町を比べると、上り方面の電車に乗
りたい人が下り方面の電車の発着音を誤認して駆け

1)
2)

船場・上平ら：鉄道駅のサイン音事例 相鉄いずみ野線
緑園都市駅の到着サイン音「アンダンテ」騒音制
御YRO1RSS
船場：音環境のユニバーサルデザインー最近の動向のと
領域の広がりー日本音響学会誌YRO1RSS
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ベトナムの首都ハノイにおける路線バスの利用促進に関する研究
A Study on Promoting the Use of Buses in Hanoi, Vietnam

チン ティ タオ（TRINH THI THAO）
Supervised by Fumihiko NAKAMURA, Shinji TANAKA, Ryo ARIYOSHI, Shino MIURA
1. 研究背景、目的、仮設

ベトナムの首都ハノイは、経済成長と人口増加に伴い、

移動需要が急増している。しかし、人口 800 万人を超えてい

るこの大都市の主な交通手段は未だにオートバイク(以下、バ
イク)であり、ホーチミン市とともにハノイは世界の最もバイ
クの多い都市として知られている。一方、路線バスの交通手

段分担率が 8.5%しか至ってない。都市活動が活発に行われて

いるおかげで人々の生活が豊かになってきている反面、公共

交通の欠如、バイクの過度な利用、交通インフラの未整備、
また近年自動車の増加による慢性的な交通渋滞、交通事故や

図 1:ハノイ市の朝ピーク時の道路様子

大気汚染等様々な社会問題を引き起こしている。バイクや自家用車の過度な依存からもたらされる

弊害を減らすために、ハノイ市のマスタープランでは、2020 年の路線バスの分担率を 20~25%に拡

大するという目標が挙げられ、路線網の改編や延長計画が実現しつつある。しかし、バスの利用状

況が期待ほど大きな変化は見られない。その理由として、路線バスの整備にあたり住民の意見やニ

ーズを把握し、どのような路線バスの整備が望ましいかの分析が十分に行われていないと考えられ
る。そこで本研究は、バス利用者と非利用者に着目し、両者のバスに対する意識とその評価を明ら

かにし、どのような施策がハノイ市における路線バスの利用促進に貢献できる可能性があるかを検
討することを目的とした。本研究では、以下の 2 つの仮説を設定した。
「仮説 1」サービス要素別の影響度に関する仮説

バス利用者の多い路線と少ない路線には、バスの総合評価に与える各サービス要素の影響が異なる。

「仮説２」バス非利用者のバス利用への価値観とバスに対する評価との関係に関する仮説
・バス利用における欠点への許容度が高い人ほど、バスに対する評価が高い
・バス利用における利点への関心度が高い人ほど、バスに対する評価が高い

2. アンケート調査

2019年11 月25日（月）～11月29日(金)の5日間にわたり、バス利用者と非利用者をインタビュー対

象とするアンケート調査を実施した。調査方法としては、選択形式のアンケート調査で、バス利用
者の多い路線と少ない路線の沿線にある大学、病院、工業地帯等といった人が集まる場所で高校生

以上の人を無作為に抽出してインタビューを行った。調査内容としては、バス利用状況、バスサー

ビスへの評価、バス利用の価値観及び個人属性である。結果として、639 の有効回答票が得られ、
そのうちバス利用者・非利用者がそれぞれ 495 人、144 人である。主なバス利用者は、学生、会社
員・公務員や作業員等といった仕事中に移動が少ない職種の社会人、および高齢者である。主婦や自
1
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営業・パートの人は多くが低頻度で不定期にバスを利用している。バスでの移動にかかる所要時間に
関しては、全体的に長く、30 分以上である。30 代や 40 代の多くの人はバイク保有者であり、バスの

利用に対してあまり関心を持っていないと考えられる。
3. アンケート調査の集計結果
アンケート調査のバスサービスに関する項目の集
計結果より、ハノイ市における現在の路線バスのサ
ービスは良いとは言えず、満足度は普通以下のレベ
ルにあると考えられる。バス利用者が感じるバスの

メリットとしては、値段、乗車中の安全性、高齢
者・妊娠者への配慮、家から最寄りバス停の徒歩距
離、目的地への移動しやすさがあげられ、バス利用
者を確保するためにこれらのサービスの満足度を維持す
ることが重要である。バス非利用者が思うバスの大きな

デメリットとしては、渋滞時の移動であり、これはバス
を使わない最も大きな理由であると考えられる。

図 2:職業別のバス利用頻度

4. 地域特性を考慮した路線バスサービスの構成要素の影響度
路線バスのサービスに関する 18 要素に因子分析を行った結果として「車内環境の快適性」、「運行サー

ビスの信頼性」、「便利性と安全性」、「顧客への待遇」という 4 因子にまとめ上げられ、これらの因子
で総合的なバスサービスを説明することができる。バス利用者の多い路線とバス利用者の少ない路
線における総合評価に与える各サービス要素の影響度を検討するため、重回帰分析を行った。結果
として、ハノイ市における路線バスの総合評価を向上させるためには、車内環境の快適性を高める
ことが最も効果があると考えられる。顧客への待遇は、バスサービスの総合評価にあまり影響しな
いことより、運賃をこれより安くしてもバスの評価がさほど変わらないと言える。運行サービスの
信頼性、利便性と安全性に関しては、主に都心部で運行されるバス利用者の多い路線には、影響度
があまり大きくない。それに対して、主に郊外部で運行されるバス利用者の少ない路線には、かな
り大きな影響を及ぼすことが明らかになった。これによって、仮設１は立証された。
5. バス非利用のバス利用の価値観とバスへの評価との関連性
バス非利用者について、バス利用の価値観とバスに対する評価との関係性を検討するために、共

分散構造分析を用いてバス非利用者の意識構造モデルを構築した。分析結果より、バス利用における
利点への関心度が高くなると、バス車内環境快適性への評価が高まり、それを介してバスの総合評価
が高くなるという効果が明らかになった。同様に、バス利用の欠点への許容度が高くなることで利点へ
の関心度が高くなり、それによってバス全体への評価が向上するという効果も確認された。したがっ
て仮説 2 は立証された。
2
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6. 結論

本研究では、バス利用者・非利用者の双方観点からバスを評価し、立てた 2 つの仮説を確認し

た。分析結果に基づきハノイ市における路線バスの利用促進策への示唆を主に 3 つ示す。一つ目
は、地域特性を考慮した路線バスの改善方針への示唆で、都心部ではバス車両の快適性向上に、郊
外部ではバス車両の快適性向上と並んで、運行の信頼性、利便性と安全性の向上に重点を置くこと
が望ましい。二つ目は、バス利用者の確保を図るために運賃、乗車中の快適性、高齢者・妊娠者へ
の配慮、家～最寄りバス停の徒歩距離、目的地への移動しやすさの満足度を維持することが重要で

ある。三つ目は、バス非利用者のバス利用への転換に関する示唆であり、天気に左右されにくいこ

とや目的地での駐車の負担がないことといったバス交通の有利な点への関心を喚起するための取り
組みを推進すること、駐車や駐輪に対する規制を強化すること、そして、バス車内設備の整備、車
内の清潔さ向上、適切な車内温度の管理等によるバス車内の快適性向上のための取り組みを推進す
ることを提案する。
主要参考文献
1> Hanoi city people’s committee (2016), Improving quality of services and developing bus
transportation system in Hanoi capital in the period of 2016-2020, orientation towards 2025
2> 金井昌信、青島縮次郎、鈴木直, “バス非利用者のバス路線に対する認知度を考慮した今後のバス
利用意向とバス路線存続意向との関連分析”

3
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移動時間短縮意向の違いに着目した移動に対する認識に関する研究
A Study on Recognition of Movement Focusing on the Difference of Intention to Travel Time
若原歩花
Ayuka WAKAHARA
supervised by Fumihiko NAKAMURA, Ryo ARIYOSHI, Shinji TANAKA, Shino MIURA
1. 本研究の背景および目的
移動は,しばしば本源需要を達成するための「派生需要」を満たす行為だと表現される.したがって交通計画に

おいて,移動は可能な限り「早く,安価で,安全に」済むのが最善だと考えられており,事業の便益もこの基準で算
出されることが多い.これは誰でも常に同じ基準で移動を評価することを前提とした考え方である.
しかし実際には,徒歩による健康維持や送迎による子供との時間の確保のように,移動が前述の基準以外で評
価される場合がある.今後,ICT や自動運転技術の発達,高齢化などにより移動の在り方が変化すると,移動に対
する評価基準は更に多様になり,現行の基準と移動者の認識にずれが生じ,拡大していくと考えられる.
以上を踏まえ,本研究の目的は,人々の移動に対する認識とその形成要素を明らかにすることである.
2. 既往研究の整理による本研究の位置づけと手法
近年,移動の新たな評価基準に着目した研究が行われはじめ,移動がもつ意味 1),移動時幸福感が生活全体の幸
福感に与える影響 2),ICT 機器利用による移動時間短縮価値の低下 3)などが明らかになった.しかし,1 日に発生
する移動同士の相対的な評価を行った研究,および他の生活行動が移動に対しての認識に与える影響を考慮し
た研究はほとんどない.
したがって本研究においては,実際の 1 日の行動における移動時間短縮意向を相対的に問い,個人の属性や移
動の状況による短縮意向の違いについて分析することとした.
3. 調査概要
2020 年 1 月上旬から 2 月上旬にかけて,横須賀市在
住の 31 人iに対し 1 時間程度のインタビュー調査を実
施した.過去の 1 日の総移動時間を 2 分の１にできる
と仮定し,どの移動をどの程度短縮したかったかを問
う調査である.回答の前日もしくは前々日の行動,移動
の詳細,短縮意向,各活動への満足度と期待度,自らの
忙しさと時間に対する意識を回答してもらい,各作業
の後に会話をし,理由をきく,という形式で行った.
インタビュー調査を選択したのは,作業内容の理
解を可能な限り均一化するため,移動の詳細をより正
確に思い出してもらうため,回答者の意向が形成され
た理由をより正しく把握するためである.

図 1 各回答者から得られる移動データ

101

4. 分析手法
個人属性による短縮意向の違いについては,各属性に属する回答者の残した移動時間の割合（残した時間/短
縮できる時間×100（％））を比較することで分析した.Mann-Whitney の U 検定もしくは Kruskal-Wallis 検定
をかけ,有意差がみられるかを検証した.
移動の状況による短縮意向の違いについては,各項目で,全く短縮されなかった移動データ数と 0 分まで短縮
された移動データ数に有意な差があるかをカイ二乗検定により検証した.
5. 結果
図 3 に示すように,20 人の回答者が短縮可能時間
を短縮せずに残した.7 人は,一切短縮を行わなかっ
た.これより「短縮しなくてもよい」
「短縮したくない」
という認識の存在を確認した.
短縮意向に統計的有意な差が確認できた項目は,

図 2 回答者 31 人の短縮結果

その日の仕事の有無,移動時間帯,移動の目的,同行者
の有無及び属性,移動手段,移動前の活動への満足度であった.

同行者がいる移動は短縮されにくいが,子供との移動は同行者との移動より短縮されやすかった.回答者の発
言より,送迎など自分の為でない移動が発生するためだと考察でき,それは移動の目的による短縮意向の違いか
らも示唆できる.このように,複数の項目が互いに影響しあっていることも把握できた.
ある移動時間を「あえて短縮しない」ことを選択する確率を目的変数とした二項ロジットモデルを図 3 に示
す.これにより,移動手段が異なると短縮し
たくない移動にも短縮したい移動にもな
りうること,忙しさや前の活動への満足度
など移動以外の要素が移動に対する認識
に軽視できない影響を与えていることが
把握される.

図 3 短縮意向の二項ロジットモデル

6. 結論と総括
本研究では,前述した通り,移動に対する認識を形成している要素の一部が明らかになった.その要素の中に
は現在の交通行動調査において移動数を把握できている項目も多く,既存データをより効果的に利用できる可
能性が示された.加えて,従来属性ごとの交通行動把握までは行われてこなかった同行者,および移動以外の要
素である忙しさや移動前活動に対する満足度のように,現在は交通の評価に用いられていないが移動者の認識
の形成においては軽視できない項目を把握でき,今後の交通計画における新たな視点が得られた.
1)

金

利昭・小沼志乃武・山形耕一, “世代別にみた日常生活における移動の意味に関する基礎的研究,” 第 31 回日本都市計画学

会学術研究論文集, 1996.
2)

北川夏樹・鈴木春奈・中井周作・藤井聡, “日常的な移動が主観的幸福感に及ぼす影響に関する研究,” 土木計画学研究・論文

集第 28 巻, ２０１１.
3)
i
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加藤浩徳, “自動運転技術とスマートフォンの普及による交通時間価値への影響に関する研究,” 倉田奨励金研究報告書, 2016.
横須賀市・横浜国立大学による移動に関するアンケート調査において追加調査へのご協力意向をいただいた方より著者が人選

交差点停止時の車間距離の経年的変化の分析
Analysis of change over the years of space clearance when cars stop at red light
宮村隆人
Takato MIYAMURA
supervised by Shinji TANAKA, Fumihiko NAKAMURA, Ryo ARIYOSHI, Shino MIURA

①背景と目的
わが国では依然として、自動車が交通手段として多く選択されており、渋滞などの自動車交通が抱え
る問題を解決することは大きな課題の一つである。特に一般道において自動車交通のボトルネックとな
りうるのは、異なる方向の交通流が交わる交差点部である。現在までにそうしたボトルネックを解消す
るために様々な対策がなされてきたが、過剰な交通需要が発生する場合などには捌ききれていない場合
も多く存在し、現在でも多くの交差点で交通渋滞が発生している。
一方近年、高速道路における交通容量の長期的な低減に運転行動が影響しているという考えが注目を
集めている。もしこうした現象が実在するのであれば、運転行動と交通現象の関係性は一般道において
も存在することが考えられる。
そこで本研究では、そうした運転行動と交通現象の一般道における関係性について着目し、それを見
る場面として交差点停止時の車間距離を選択した。この停止時車間距離について実務的な面から見る
と、例えば車間距離が拡大すれば当然その分だけ交差点での滞留車列は延伸し、そうした車列が右折専
用車線を越えて他車線にまで侵食する、あるいは車列が隣接交差点にまで到達し、後続車の通行を邪魔
する場面が考えられる。滞留車列長を短くすることは、円滑な交通流を維持するために道路ネットワー
クの観点から見て重要なことである。そうした停止時の車間距離の経年的変化を調べることで、本研究
が、運転行動が交通現象にどのような影響を及ぼすのかを解明する一助となることを目的とする。
②対象交差点と本研究の流れ
本研究では対象交差点として靖国通り（神保町）交差点、葛西臨
海公園前交差点、谷原交差点の 3 地点を選定し、過去と現在の観測
映像から停止時の車間距離を測定した。靖国通り交差点では 2014
年との比較を、葛西臨海公園前交差点では 2001 年との比較を、谷
原交差点では 1988 年との比較を行うことができた。そして、そこ
から得られた車間距離データを用いて、各交差点で停止時車間距離
の大きさに経年的な変化が存在するのかを調べた。さらに、その車

図 1 停止時車間距離測定の様子

間距離の変化がどのような要因によって引き起こされているのか、
主に車種に着目して考察を行った。また、停止時車間距離の経年的変化が交通流に対してどれほどの影
響を及ぼすのか、簡単な試算からその影響力を測り、考察を行った。
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③結果と考察
測定の結果、すべての交差点において停止時車間距離が経年的に
拡大していることが 5%有意水準で確認された。その車間距離の増
加幅は、靖国通り交差点では 5 年前に比べおよそ 0.3m、葛西臨海公
園前交差点では 18 年前に比べおよそ 1m、谷原交差点でも 31 年前
に比べおよそ 1m 拡大しており、経年的に停止時車間距離は拡大し
ていることが明らかとなった。
停止時車間距離の経年変化が確認されたことから、その要因につ
いて車種に着目して考察を行った。ここで着目した車種とは、各車
間距離の前方の車種、後方車種、前後の車種の組み合わせのことで
ある。車種は「セダンなど」
「ミニバンなど」
「コンパクトカーな

図 2 停止時車間距離の分布割合

ど」
「小型トラック」
「中型トラック」
「その他大型車」の 6 種類に
分類した。分析の結果、全車種においてほぼ一様に停止時車間距離
は拡大しており、車種が経年変化の要因であるとは言えないという
考察を得られた。そのためこうした経年変化は運転者の運転意識な
どに要因が存在することが考えられる。
また、停止時車間距離が経年的に拡大することにより交通流へと
及ぼされる影響について、Excel 上で簡易的ではあるが試算を行っ
た。その結果、谷原交差点の場合では、31 年前に比べて停止時車間
距離がおよそ 1m 拡大することで、交差点での滞留車列長がおよそ
15%も拡大しているという計算となった。そのため停止時車間距離

図 3 停止時車間距離の分布累積割合

が拡大することにより円滑な交通流が阻害される可能性が大いに存
在することが明らかとなり、道路ネットワークの観点から見て不必要に停止時車間距離を拡大すること
は避けるべき行為であることが示された。
④結論と今後の課題
以上より本研究では、停止時車間距離の経年変化の実態を明らかにし、その経年変化の要因について
考察を行った。また、こうした停止時車間距離の経年変化が生じることにより交通流にもたらされる影
響についても明らかにした。
今後の課題として、より精密な車間距離の測定と、運転意識に着目した経年変化の要因分析が挙げら
れる。
主要参考文献
青山絵里，下川澄雄：信号交差点における飽和交通流率の変化とその要因に関する研究 日本大学博士
論文 2020 年
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持続可能な都市の評価指標化を想定したアジア都市における歩⾏空間評価に関する研究
A study on the evaluation of walking space in Asian cities
aimed to be one of the evaluation indexes of sustainable cities
藤⽊ 優加⼦
Yukako FUJIKI
Supervised by Fumihiko NAKAMURA, Shinji TANAKA, Shino MIURA, Ryo ARIYOSHI
1.

研究背景・着眼点
公共交通の整備が現在⼤きく進んでいるアジアの多くの都市において、公共交通とその周辺の道路空間が⼀

体となった⾯的な整備が⼗分に⾏われておらず、歩⾏空間がなおざりにされ、個⼈の⾃動⾞やオートバイに依
存した都市構造に変化があまり⾒られていない。近年、環境・エネルギー問題に対して向けられる関⼼が⼤き
くなり、SDGs(持続可能な開発⽬標)の中の⼀つの⽬標としても、持続可能な都市の構築が求められている。⾃
家⽤⾞の利⽤に依存しなくてもよい持続可能な都市にむけて、都市全体とくに公共交通周辺の歩きやすさが重
要になるが、上記の都市では充実した歩⾏空間の整備が⼗分に実現されているとは⾔えない。そこで本研究で
は、⼈⼝密度の他に持続可能な都市と評価できる指標として歩⾏空間の充実度を捉えること、そして主要先進
国都市を中⼼に⾏われる都市間⽐較を、現在公共交通整備が⾏われているアジア途上国都市で⾏い、その実態
と傾向を捉えることに着⽬した。
2.

⽬的
本研究の⽬的は以下に挙げる２点で、まず、公共交通等の整備が進められているアジアの複数の都市におい

て、歩⾏空間が優先して整備されるべき鉄道駅、バスターミナル周辺における歩⾏空間の実態を、独⾃に作成
したマクロ的評価指標を⽤いて明らかにすること。そして、評価した歩⾏空間の充実度と都市の交通⼿段利⽤
特性との関係を明らかにし、持続可能な都市の評価としての歩⾏空間指標の知⾒を得ること、とした。対象都
市は昆明、ジャカルタ、バンコク、ホーチミン、ビエンチャンの５都市を取り上げた。
3.

評価・分析⼿法とその結果
はじめに、歩⾏空間の評価指標を作成した。この指標は、複数都市で評価することを前提とした普遍的な項

⽬からなり、また現地踏査ではなく Google マップのストリートビュー機能で評価可能な基準で３段階に分類し
た。評価結果は質的変数として歩⾏空間網の特徴を捉えたり、量的変数として数値化し、都市の歩⾏空間の特
徴を表す値として都市間⽐較に⽤いたりした。
つぎに、既存調査資料をもとに⾞両⾛⾏台キロや交通⼿段分担率などの交通⼿段利⽤特性のデータの推計を
⾏い、その分析を⾏った。
最後に、各都市の歩⾏空間特性と交通⼿段利⽤特性との関係を明らかにした。各都市の中⼼駅周りの歩⾏空
間充実度と 1 ⼈あたり⾛⾏台キロの⼆つの関係からは、強い相関が得られなかった。また都市全体における歩
⾏空間の全指標の評価結果、得られた交通⼿段利⽤特性それぞれで主成分分析を⾏った結果、歩⾏空間の質と
量のバランスのとれた整備が公共交通の利⽤につながる可能性があるという結果を得た。
4.

結論
歩⾏空間が充実しているほど⾃家⽤⾞の利⽤が少なくなるという相関までは得られなかったが、交通⼿段の

変化に影響を与える可能性があることが明らかになった。持続可能な都市の評価指標として歩⾏空間充実度を
⽤いることへの今後の課題として、歩⾏空間の需要側の評価指標も盛り込むこと、交通⼿段利⽤特性のデータ
をさらに正確に推計、集計することが挙げられる。
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バス走行空間としての補助幹線道路の走行性能の評価
Evaluation of driving performance for bus vehicles on collector roads
野本 真太郎
Shintaro NOMOTO
supervised by Shinji TANAKA, Fumihiko NAKAMURA, Ryo ARIYOSHI, Shino MIURA
本研究の社会的・学術的背景
都市内の補助幹線道路は, 幹線道路を補完する役割として, 物流を担うト
ラックや交通ネットワークを担う路線バスなどの大型車が多く通行する.
その一方で, 生活道路にも近く, 沿道に住宅の軒先が多く並ぶような風景も
見られる. つまり, 補助幹線道路はトラフィック機能とアクセス機能の双方
を担っている. しかし, 現状の日本の補助幹線道路を見ると, トラフィック
機能とアクセス機能のどちらの観点から見ても中途半端な構造となってし
まっている例が散見される. これによって通過交通側としては, 不十分な道
路構造や沿道状況に起因する, 走行性能の低下が起こる一方, 沿道の住民や
施設利用者にとってはそれら通過交通に起因する交通事故の危険性が
高まる.

図今回対象とした補助幹線道路の例

また補助幹線道路は, その地域に欠かせない路線バスが走行している場合も多いが, この場合, 走行性
能の低下による遅延をはじめそのバスが引き起こす交通渋滞, 更にはバスの死角となる場所での交通事故
等様々な問題を抱えており, 改善が望まれる. しかし走行性能と総合的な道路幾何構造の関係についての
研究は, 山間部で行われたものが多い一方で, 都市部の補助幹線道路にて行われている例が少ないのが現
状である. さらに, 走行性能と道路幾何構造の関係について, バスを考慮して研究を行ったものは皆無で
ある.
本研究の目的及び手法
本研究では前述の背景のもと, バス走行空間としての補助
幹線道路が適切な走行性能を有するために必要な知見を得
ること, またそれを把握したうえで, 適切な走行性能をもつ
ために最低限必要な道路構造条件を提案することを目的と
する. 補助幹線道路においてバスの走行空間を十分に確保す
ることは, バスの快適な走行をサポートするだけではなく,
車両対ヒトの交通事故の減少等の効果も見込まれるため, 歩
行者や沿道住民も大きなメリットが得られると考えられる.
本研究では, バス路線を有する横浜市内の補助幹線道路 3

図本研究のフロー

路線において調査を行う. まず各路線においてバスの走行データを取得したのち, その走行データをもと
に主に速度減少が生じている地点の道路幾何構造データを取得し, 両者を掛け合わせることによって都市
内補助幹線道路のバス走行性能の評価を行う.
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データ取得
前章で述べた通り, 横浜市内の 3 道路
(市道上星川第 201 号線, 県道青砥上星川
線, 市道新羽荏田線)において調査を行
う. まず, それぞれの調査区間において,
日中(9:00～16:00)に走行するバス 4 往

図バス走行データ例

復と, 早朝(～7:00)または夜間帯(21:30
～)に走行するバス 1 往復の走行データを GPS ロガーで取得し, データのスムージングを行う.
次に取得した走行データをもとに 各対象道路の走行性能低下地点における道路幾何構造データを取
得する. 取得するデータは, 車線幅員(m), 見通し視距(m), 勾配(‰), 電柱等道路上障害物の有無, 歩道の
有無, 中央分離帯の有無の 6 項目である. 

分析方法
取得した走行データと道路幾何構造データを用いて, 複数の方法で分析を行う. 以下に示すのが今回行
った分析である.
走行性能低下地点の可視化
走行データを用いて, 対象区間内にて走行性能が低下している地点を Google Earth 上にプロットして
いく. この分析を行うことで, 対象区間内における速度低下地点の密集, 分散具合を知ることができる.
またそれらの地点が, 具体的にどの程度バスの走行性能を低下させているのかを知ることが可能となる.
路線間による走行性能と道路幾何構造の比較
各道路(方向別)の走行データと道路幾何構造データの平均値を用いて, 路線間の比較を行う.
重回帰分析
バス走行データを従属変数, 道路幾何構造データを説明変数として, ステップワイズ法を用いて重回帰
分析を行う. 従属変数には, 走行速度(km/h)の他, Biswas2)らの研究による Percent Speed Reduction(%)
等の指標も用い, 多面的に分析を行う.
結果と考察
での分析より 都市内補助幹線道路のバスの走行性能には中央分離帯の有無と電柱等障害物の有無
が特に大きく関わっていることが分かった また 日中のデータと夜間 早朝のデータを比較すると
日中の方が中央分離帯の有無の影響が大きいことが分かったが これは時間帯ごとの交通量の差による
対面交通の影響の差が現れたものと考えられる更に規制速度が同一である  つの道路間で走行性能と
道路幾何構造を比較することで バス走行性能の低い路線において, 具体的な数値, 要因によってその改
善策を提唱できる可能性があることを見出すことができた. 

主要参考文献
1) 安藤 宏恵, 倉内 文孝, 杉浦 聡志, 中山間地域の狭隘区間を含む道路における走行速度決定に関する
研究, 交通工学論文集, 第 3 巻, 第 1 号, pp.1-10, 2017.1
2) Subhadip BISWAS, Ajay SHARMA, Ashutosh PANDEY : Performance Evaluation of Undivided
Streets: A Clustering-based Approach
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高速道路 PA 案内誘導設備が駐車場の流動性に及ぼす効果の評価
An Evaluation of the Effect on the Mobility of Rest Area Parking on Expressway
by Guidance equipment

岩沢誠
Makoto IWASAWA
Supervised by Shinji TANAKA, Fumihiko NAKAMURA, Shino MIURA, Ryo ARIYOSHI
１．背景と目的
とりわけ近年開通した高速道路に対しては、休憩施設が不足しているという声が上がっており、一つの休
憩施設に利用客が集中する結果、駐車マス不足および駐車待ち行列の発生が問題となっている。これを解消
すべく、高速道路会社は利用台数が比較的多いサービスエリア（以下「SA」）にて可変表示板の設置を進め
てきたが、中日本高速道路株式会社が整備後の運用状況評価を行った結果、一部の休憩施設では期待する効
果が十分に発揮できておらず、各駐車マスへの均等な誘導までは実現できていないことが確認された。そこ
で、混雑するパーキングエリア（以下「PA」
）において駐車待ち行列を解消するための施策として、可変表示
板とともに新たな案内誘導設備「お招き灯」が導入された。しかし、両者ともに比較的小規模な PA 駐車場
における効果は実証されておらず、また、可変表示板の表示内容については現在も最善の表示パターンを模
索しているところであるという。
以上の背景より、小規模な PA 駐車場において、可変表示板、お招き灯、そして可変表示板の表示パター
ンの違いによる駐車場の流動性改善効果を明らかにすることを本研究の目的とした。
２．評価対象とする案内誘導設備
図 1 に示した可変表示板（VMS: Variable Message Signs）は、休
憩施設駐車場においては主に流入口付近や駐車レーン分岐点に設
置されている。駐車マスの混雑状況は定点カメラからの画像解析、
あるいは各駐車マス埋設型の磁気センサを用いた車室状況判別シ
ステムを利用して行われており、これらによって得られた情報が可
変表示板によって、文字や色、ピクトグラムなどでドライバー向け
に表示される。しかしながら、その表示内容については技術者の経
験に基づき行われているのが現状である。

図1

可変表示板稼働時の様子

図 2 に示したお招き灯は駐車レーンに沿って設置され、駐車マス
毎の在車・空車の状態情報を赤（在車）・青（空車）の灯火で表す
誘導システムである。これにより、ドライバーが駐車レーン上で空
車マスを探す際に、複数の駐車マスの状態を一目で把握することが
できる。自動車運転時の基本サイクルである「認知・判断・操作」
の過程においては「認知ミス」の発生が想定されるが、お招き灯は
これを防止することを狙いとしている。
図2
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お招き灯稼働時の様子

３．比較手法と調査概要
対象地として可変表示板およびお招き灯が稼働している圏
央道の厚木 PA 内回り施設を選定した。図 3 に場内図を示す。
駐車場撮影動画から駐車挙動を追うことができる小型車に絞
り、各車両の走行時間、進入レーンおよび駐車マスの位置を
目視により記録した。
集計データを基に、必要に応じて、集計 QK 関係、進入レ
ーン、駐車ブロック、そして駐車所要時間といった多面的な

図3

厚木 PA 内回り駐車場場内図

観点から比較を行った。なお、各誘導設備がドライバーに情報
を提供できる区間を考慮し、可変表示板については流入口から
「レーン分岐点」まで、お招き灯については「レーン分岐点」
から駐車マス前までに対象区間を分割して集計した。
４．分析結果
分析の結果、可変表示板については、休止時の方が稼働時に
比べて平均旅行速度が大きいこと、その表示内容によっては駐
車ブロックごとの駐車台数分布に変化をもたらすことを確認
した。お招き灯については、図 4 の結果からもわかるように、
進入レーン上の流動性向上および空車マスの視認性向上に寄

図4

ブロック毎の平均駐車所要時間変化

与していることを確認した。
また、赤川ら 1）および汪ら 2）の既往研究における海老名 SA
下り線施設の正規化集計 QK データを用いて、本研究にて集計
を行った厚木 PA 内回り第一駐車場との流動性を比較した。こ
の結果を図 5 に示す。図 5 より、前者の Q’の最大値はすべて
後者の値よりも大きく、流動性は大きいということが確認され
た。
５．結論

図5

2 施設駐車場の集計 QK 図

本研究では、既往研究にて大規模 SA で利用されてきた評価手法が他の PA においても適用可能であるこ
とを確認した。各誘導設備について、可変表示板は進入レーン選択までの平均旅行速度増加には寄与せず、
流動性改善効果は得られなかったものの、表示内容次第では、ある駐車エリアへの案内誘導によってそこへ
の駐車の促進ができることを明らかにした。また、お招き灯は進入レーン上における流動性向上に寄与し、
空車マスの駐車所要時間短縮につながることを新たに明らかにした。さらに、正規化集計 QK データを利用
し、海老名 SA 下り線駐車場の流動性が厚木 PA 内回り第一駐車場よりも大きいことを明らかにした。
観測動画より、正午付近のピーク時には第一駐車場の小型車マスはほぼ満車となり、依然として長い駐車
待ち行列が発生していることを確認した。これを踏まえた今後の解消策として、10 時から正午付近までにつ
いては可変表示板を活用した第二駐車場への利用誘導を行う必要があると考察した。
今後の課題として、客観的な流動性という指標だけでなく、アンケートなどによるドライバーの主観的デ
ータによる比較も行うことが挙げられる。
参考文献
1) 赤川貴寛, ”集計 QK を用いた SA 案内誘導設備設置前後の駐車場の流動性評価”, 横浜国立大学卒業論文, 2017.
2) 汪宇涛, ”SA 駐車場における可変表示板の導入による渋滞緩和効果に関する研究”, 横浜国立大学修士論文, 2019.
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琉球ブルーオーシャンズが沖縄県に与える経済波及効果
1621032 金城功祐
指導教員 居城琢 教授
1.はじめに

旬ごろから 10 月上旬までレギュラーシー

2019 年 7 月 18 日に沖縄県に琉球ブルー

ズンで 1 チーム 143 試合の日程が組まれて

オーシャンズというプロ野球チームが誕生

おり、チームのホーム球場では年間 70 試合

した。沖縄県内に初めて誕生するプロ野球

程度試合を行う。各リーグ上位 3 チームは

球団として、将来的には NPB の 1 球団とし

シーズン終了後、クライマックスシリーズ

て参入を目指すようだ。このプロ野球チー

（プレーオフ）が行われ、各リーグの覇者

ムが沖縄県経済にどれだけの波及効果をも

が日本シリーズで日本一を争う、というス

たらすのかを調査する。まだチームは始動

ケジュールになっている。2019 年は公式戦

しておらず、NPB に参入する目途も立って

が 858 試合行われ、年間公式戦入場者数は

いないため、正確な数字を出すことは難し

2653 万 6962 人、1 試合平均の入場者数は

いが、NPB に参入できた際の波及効果を,平

30929 人となっている。球団運営母体は新

成 23 年沖縄県産業連関表を利用して算出

聞系、鉄道系、食品系、情報通信系、金融

する。沖縄でプロ野球興行を成功させるに

系、独立系となっている。プロ野球興行は

あたって残る課題についても検討していき

ここ数年観客動員においては絶好調で、観

たい。12 球団で行っているプロ野球興行に

客 動 員 が 実 数 発 表 に な っ た 2005 年 は 、

新しく参入を目指すチームは現状他に無く、

NPB の 観 客 動 員 は 1992 万 4613 人（ 846

新しく出来たプロ野球チームの研究はまだ

試 合 ）、１ 試 合 平 均 ２ 万 3552 人 だ っ た 。

進められていないため、そこがこの研究に

こ こ か ら 14 年 で 観 客 動 員 数 は 33.2％ 、

おける意義であると考えた。NPB の他球団

１ 試 合 平 均 で は 31.3 ％ も 増 加 し て い

と比較し、経済規模の比較も出来る。

る 。こ の こ こ 数 年 の 絶 好 調 な ど も あ り 、
プ ロ 野 球 関 係 者 が 16 球 団 構 想 を 提 唱

2.プロ野球と琉球ブルーオーシャンズにつ

し 始 め 、つ い に 2019 年 そ の 第 一 歩 が 踏

いての概要

み出されたと言えるだろう。

日本プロ野球は日本野球機構（NPB）傘下

NPB 以外にも、独立リーグというプロ野

のセントラル・リーグとパシフィック・リ

球リーグが存在し、地域密着を図るととも

ーグの 2 リーグがあり、両リーグ各 6 球団、

に、NPB を目指す選手の受け皿として活動

計 12 球団でプロ野球興行を行っている。現

が行われている。現在、四国アイランドリ

NPB12 球団は、8 球団が三大都市圏（東京、

ーグ plus、ベースボールチャレンジ・リー

横浜、名古屋、大阪、兵庫）に所在し、残

グ、関西独立リーグ、北海道ベースボール

り 4 球団が札幌、仙台、広島、福岡の地方

リーグ（予定）などが主として活動してい

中枢都市にある。年間スケジュールは、2

る。

～3 月にかけてオープン戦が行われ、3 月下
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琉球ブルーオーシャンズは株式会社 BASE

によって 2019 年 7 月 18 日に設立された沖

東北楽天ゴールデンイーグルスの経済効果

縄県のプロ野球チームであり、NPB 参入を

について

目指すため、独立リーグ等には属さない独
立したチームである。チーム名の「ブルー
オーシャンズ」は「沖縄の青い海と無限に
広がる可能性へ出発する」という点から名
付けられた。
株式会社 BASE はスポーツ選手のマネジ
メント、コンサルタント業務を中心とした
事業を行っており、球団運営母体としては
独立系に入るのではないだろうか。本拠地
は宜野湾市と浦添市とし、宮古島市（3 試
合程度）と八重瀬町を準本拠地とする予定
だそうだ。2020 年度から活動し、NPB 参入
までは NPB の 2 軍、3 軍や独立リーグなど
との交流戦を行う予定。春季キャンプは八
重瀬町の東風平運動公園野球場で行われる。
監督は元ロッテ、横浜の清水直行である。
表１

2019 年 プロ野球チームの
観客動員数と一試合平均

宮城県震災復興・企画部 ｵﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会推進課
「船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
基礎調査報告書（２）

千葉ジェッツの経

済効果
4.経済波及効果の測定
予想観客動員数の設定
観客動員数の推定に関する前提条件は次
のとおりである。
（１） 本拠地を宜野湾市、浦添市とし、宜
野湾市立野球場、浦添市民球場を使
用するものと考える。
（２） 試合数は、ホームグラウンドで開催
される 72 試合とする。
（３） 1 試合平均のペナント戦観客動員数
については、NPB の 2019 年観客動員
率平均である 84.716％×琉球ブル
ーオーシャンズの本拠地の収容能
力（宜野湾 11800 人、浦添 14499 人）

チーム名

入場者数

試合

1試合平均

広島
ヤクルト
巨人
DeNA
中日
阪神
西武
ソフトバンク
日本ハム
オリックス
ロッテ
楽天

2,223,619
1,955,578
3,027,682
2,283,524
2,285,333
3,091,335
1,821,519
2,656,182
1,970,516
1,733,998
1,665,891
1,821,785

71
71
71
72
72
72
72
72
72
71
71
71

31,319
27,543
42,643
31,716
31,741
42,935
25,299
36,891
27,368
24,423
23,463
25,659

と仮 定する 。（ 11800 × 36 試合 ×
0.84716＋14499×36 試合×0.84716）
÷72 試合＝11139 人動員すると仮定
（４） この結果、浦添市、宜野湾市を本拠
地とする場合には,新球団の予想観
客動員数 80 万 2062 人と推計した。
消費単価の推定と年間需要増加額の推計
需要増加額の対象項目は、入場料収入、放
映権収入、交通費、宿泊費、飲食費、その

3.先行研究
経済波及効果の推計方法については以下
のものを参考にした。
プロ野球産業の経済効果
池・田口 順等

他土産買い物代、スポンサー収入とした。
（１）球団の入場料収入については、東北
楽天ゴールデンイーグルスの先行研究の算

宮本 勝浩・韓

定結果をもとに同等の額だと仮定する。1
人あたりのチケット収入は約 2600 円、その
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金額を 1 人当たり平均入場料収入とし、入

関係を表で表したものである。各産業間の

場料収入は合計で 20 億 8536 万 1200 円とな

取引を基にした数表（産業連関表）を用い

った。

て経済効果を試算する。5 年ごとに作られ、

（２）放映権収入に関する詳細なデータは

現状最新のものが平成 23 年（2011 年）の

なかったが、横浜 DeNA ベイスターズ前社長

ものであるため、現在の産業構造は平成 23

の池田純氏によると、2017 年の段階で日本

年と大きくは変わらないものと仮定し、こ

のプロ野球の 1 球団当たりのコンテンツの

の表を利用する。入場料収入 20 億 515 万

放映権料は、年間で約 15 億円だそうだ。放

5000 円、放映権収入 15 億円、観客の消費

映権料は 15 億円だと仮定する。

額 77 億 2285 万 4483 円、スポンサー収入

（３）観客の消費額は、来場者の 5％をビ

13 億 1047 万 588 円が琉球ブルーオーシャ

ジターチームの応援と想定、ビジターチー

ンズの年間需要増加額だと分かっている。

ム応援の客は環境上全員宿泊すると仮定し

先ほど求めた需要増加額は購入者価格であ

た。日帰り客の県内消費額は三菱 UFJ リサ

るため、流通段階で発生するマージンにつ

ーチ&コンサルティング株式会社による

いて考慮されていない。そのためまず産業

2019 年スポーツマーケティング基礎調査の

格付けを行った後、運輸マージンと商業マ

スタジアム観戦にかかる出費のデータから

ージンをはぎ取り、生産者価格へと変換後、

参考にした。宿泊客の県内消費額は沖縄県

自給率を乗じる。部門分類については総務

平成 30 年度観光統計実態調査の県外客消

省の平成 23 年（2011 年）産業連関表（－

費単価より参考にした。

総合解説編－）の第 3 部 産業連関表で用

（４）スポンサー収入については詳細なデ

いる部門分類表及び部門別概念・定義・範

ータが存在しなかったため、
「週刊ベースボ

囲を参考に分類した。沖縄県では購入者価

ール」2018 年 2 月 13 日号に記載されてい

格表は存在しないため、国の取引基本表の

る独立リーグの運営ビジネスモデルをもと

投入表の数字を利用して、マージン率を求

に観客動員数の比率で乗じて求めた。スポ

めた。計算は省略するため、長野県の経済

ンサー収入＝7000 万円×11139 人÷595 人

波及効果推計シート（37 部門）の数字を利

＝13 億 1047 万円となった。これらの情報

用した。需要増加額を生産者価格へ変換後、

から、入場料収入 20 億 8536 万 1200 円、放

自給率を乗じて直接効果を求める。直接効

映権収入 15 億円、観客の消費額 77 億 2285

果とは、直接支出（消費）されたものは す

万 4483 円、スポンサー収入 13 億 1047 万

べて県内で生産されたものではないので、

588 円が琉球ブルーオーシャンズの年間需

それぞれの支出ごとに当該産業の沖縄県内

要増加額となった。

での自給率を掛けて求めたもののことであ
る。交通費はガソリン代とその他交通費に

直接効果の計算
産業連関表とは、ある特定期間における、
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分け、ガソリン代は「石油・石炭製品」に、
その他交通費は「運輸」へ分類した。観光

一定の地域において行われた、財・サービ

庁の HP から、最新の「旅行・観光産業の経済

スの流れ（経済循環）を産業相互間の取引

を参考に、
効果に関する調査研究」
（2017 年版）

交通費におけるガソリン代の比率を割り出
表 4 産業仕分け

した。自給率の算出方法は、産業連関表の
「｛
（県内生産額）-（移輸出）-（調整項）｝
÷｛
（県内需要合計）-（調整項）｝
」をする
ことで求められる。また、
「建設」
「公務」

項目
交通費
宿泊費
飲食費
土産、買い物、その他
入場料収入
放映権料
スポンサー収入

需要増加額（百万円）
2422.39
1061.81
2327.66
1910.99
2085.36
1500
1310.47

部門分類（35分類）
運輸と石油・石炭製品へ
対個人サービス
対個人サービス
対個人サービス
対個人サービス
対個人サービス
対個人サービス

は、定義上自給率は必ず「1」となる。需要
表５

増加額（購入者価格）は 126 億 1869 万円、
商業マージンは 4006 万円、運輸マージンは
1279 万円、需要増加額（生産者価格）は 125

宿泊客
日帰り客

交通費とガソリン代の分別

旅行交通費消費額
（観光庁H27）
4544
1968

うちガソリン代
672
424

比率

県内消費額

ガソリン代

その他交通費

0.148
0.215

418435745
2003951907

61859707
431672410

356576038
1572279497

億 6583 万円、直接効果は 99 億 5182 万円と
なった。

1 次波及効果(直接効果含む)の計算
1 次波及効果とは直接効果の増加により、

表 2 各ホーム球場の収容能力と

業種の垣根を越えて生産が波及していく効

観客動員率

果の事を指している。沖縄県産業連関表の
逆行列係数×直接効果をすることで求めら

収容能力

観客動員数

動員率

阪神甲子園球場

阪神タイガース

47508

42,935

90.37%

東京ドーム

読売ジャイアンツ

46000

42,643

92.70%

札幌ドーム

北海道日本ハム

40476

27,368

67.62%

福岡ドーム

福岡ソフトバンク

38585

36,891

95.61%

ナゴヤドーム

中日ドラゴンズ

37214

31,741

85.29%

大阪ドーム

オリックス

36146

24,423

67.57%

西武ドーム

埼玉西武ライオンズ

33556

25,299

75.39%

ービスの需要を通して、各部門の生産がど

広島市民球場

広島東洋カープ

33000

31,319

94.91%

れだけ発生するか、つまり、直接・間接の

明治神宮野球場

東京ヤクルト

31828

27,543

86.54%

宮城球場

東北楽天

30508

25,659

84.11%

千葉マリンスタ
ジアム

千葉ロッテ

30119

23,463

77.90%

算出方法を踏まえ、数学上の用語を用いて、

横浜スタジアム

横浜DeNA

32170
36425.8

31,716
30916.66667

98.59%
84.72%

このように呼称されている。これを産業別

平均

れる。
「逆行列係数」とは、ある部門に対して新
たな最終需要が 1 単位発生した場合に、当
該部門の生産のために必要とされる財・サ

生産波及の大きさを示す係数であり、その

に一覧表にしたものが「逆行列係数表」と
表 3 観客の消費額、スポンサー収入

なる。つまり逆行列係数＝新規需要の発生

の計算

に伴う生産波及の総和である。1 次波及効

日帰り、宿泊構成比
日帰り

1人当たり県内消費額（円）
日帰り客

宿泊客

交通費

2630

10434

宿泊費

0

26477

予想利用者数と内訳

飲食費

2165

16907

日帰り 宿泊
計（人数）
計 761958.9 40103.1
802062

土産、買い物、その他
経済波及効果推計対象

1814
6609

13186
67004

計

95%

宿泊

計
5%

交通費
宿泊費
飲食費
土産、買い物、その他
参加者による需要増加額
需要増加額合計

100%

県内消費額（円）

チーム

日帰り客
宿泊客
2003951907 418435745.4
0
1061809779
1649641019 678023111.7
1382193445 528799476.6
5035786370 2687068112
7722854483

独立リーグ
琉球ブルー
オーシャンズ

平均観客 スポンサー収
入
数
595人
7000万円
11139人

131047万円

果は 144 億 8246 万円となった。

表 6 経済波及効果のフロー
事業費

項目

需要増加額
チケット売上、放映権料、
スポンサー収入

宿泊

飲食、土産品
交通費

宿泊費

飲食費
土産購入
バス、ガソリン代等

間接波及効果
1次波及効果

2次波及効果

直接効果（最終需
要）の増加によ
り、業種の垣根を
こえて生産が波及
していく効果

直接効果と第1次
波及効果の発生
に伴う所得の増
加により増える
消費需要
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2 次波及効果の計算

波及効果、二次波及効果の合計で 149 億

2 次波及効果とは、1 次波及効果の発生に

0531 万円となり、直接効果 99 億 5182 万円

伴う所得の増加により増える消費需要の事

の 1.50 倍の経済効果が生まれると推計さ

を指している。ここではまず、1 次波及効

れる。また経済効果に沖縄県の雇用表に付

果の計算結果を用いて雇用者所得を求める。

属の就業係数、雇用係数を乗じることで就

これは一次波及効果に雇用者所得率を乗じ

業者誘発数、雇用者誘発数を求めることが

ることで求まる。次に、雇用者所得を消費

出来る。就業者誘発数は 2079.32 人、雇用

転換率で乗じて消費増加額を計算する。こ

者誘発数は 1675.40 人となった。

れを産業連関表の民間消費支出の構成比で

この経済効果の数字は NPB の他チームと

配分する消費誘発をもとめる。そして、こ

比較するとどうなのか。東北楽天ゴールデ

の消費誘発に自給率と逆行列を乗じること

ンイーグルスの 2018 シーズンの経済波及

で 2 次波及効果が計算できる。2 次波及効

効果は 217 億円、雇用者数は 2169 人であっ

果は 4 億 2285 万円となった。

た。また、広島東洋カープの 2017 シーズン

雇用者所得率＝（雇用者所得＋営業余剰）

の経済効果は 350 億円、雇用効果は 3190 人

÷市生産額

であった。スタジアムのキャパシティが小

雇用者所得＝一次波及効果×雇用者所得率

さいので観客動員数が少なくなった結果、

消費転換率は平成 30 年沖縄県家計調査の

このような差が生じていると推察される。

平均消費性向 0.74 の数値を利用した。

琉球ブルーオーシャンズの定性的な経済効

消費誘発額＝雇用者所得×消費転換率

果やその他の経済効果は以下のようなもの

民間消費支出構成比＝各部門の民間消費支

が挙げられる。

出÷民間消費支出合計、マイナスの数値は
0に

① 選手・スタッフによる地域貢献活動

部門別消費誘発額＝消費誘発額×民間消費

琉球ブルーオーシャンズは、今後選手・ス

支出構成比

タッフによる野球を通したいろいろな地域

沖縄県内消費誘発額＝部門別消費誘発額×

貢献活動を行っていくだろう。主な活動と

沖縄県自給率

しては、子供野球教室開催や小中高生等へ

2 次波及効果＝逆行列係数×沖縄県内消費

の講話、メディアへの出演、地域行事への

誘発額

参加などが挙げられる。もともと沖縄県は
高校野球の人気が高い地域であり、小中高
における野球部に所属している児童生徒数

雇用誘発、経済効果と地域への定性効果
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も多いことから、野球を通した青少年への

上記の１次波及効果と２次波及効果の合

健全教育にも大いに役立っている。また、

計が経済効果（生産誘発額）となる。以上

地元メディアへの出演や地域行事、献血活

より、琉球ブルーオーシャンズのプロ野球

動へ参加などを通して、地域密着を図り、

興行による年間需要増加額 126 億 1869 万円

これらの取り組みは地域活性化へとつなが

が発生した場合、その経済波及効果は一次

っていくだろう。

「スタジアム・アリーナ」や「周辺産業」
②スポーツツーリズムによる貢献

しいては「スポーツ用品業」にも少なから

沖縄県では、スポーツツーリズムを推進

ず波及効果を与えることができると期待さ

しており、オフシーズンは琉球ゴールデン

れる。かつては三大都市圏にプロ野球チー

キングスのようなバスケットボールチーム

ムが集中していたが、福岡や札幌、仙台な

やプロ野球春季キャンプ、NAHA マラソンな

ど地方都市でもプロ野球チームが誕生し、

どがあり、多くの入域観光客の誘客実績に

人気球団にのし上がっている。
「地方衰退」

つながっており、スポーツイベント等を通

が今後の日本を脅かすとされているが、娯

し、沖縄観光の魅力向上に努めている。し

楽が豊富な都市圏よりも地方都市のほうが、

かし、オンシーズンにおけるスポーツ興行

球団が地域に根付く可能性が高いともいえ

は現状盛んでないと言えるだろう。そこで

るだろう。しかし現状では沖縄での球団経

プロ野球興行を進めることで、年間約４万

営には課題があり、球団経営を行うために

人の県外からの観客が予想され、入域観光

必要とされる５つの条件をそれぞれ当ては

客数の増加に貢献することが出来るだろう。

めて考えていきたい。

③シティセールス効果

① マーケットサイズ

プロ野球は全国への情報発信力が高く，テ

プロ野球では 2～3 万人×70 試合、150

レビや新聞などマスメディアを通じ地域の

～200 万人を集客しなければならず、商圏

地名度が向上する

人口が県レベルで 200 万人くらいは必要だ
そうだ。現在沖縄以外で 200 万人以下の都

④ビジター(対戦)球団や取材メディアによ

道府県ではプロ野球球団が存在していない。

る消費効果

2019 年動員最下位の千葉ロッテマリーンズ

来県するビジター球団の選手や帯同スタッ

の平均観客動員数が 23463 人であることを

フ，取材メディアの飲食や宿泊などによる

考えると、人口 200 万人というのは必要条

消費効果

件であると考えられる。現在、
人口が 200 万
人以上かつプロ野球球団が存在しない都道

⑤選手の居住による消費効果
高額所得の選手が，県内に居住すること
による消費効果

府県は、静岡、新潟、京都、岐阜、長野の
6 府県である。沖縄県の 2019 年現在人口は
約 145 万人であり、マーケットサイズ的に
は少し厳しいと言える。

5.沖縄のプロ野球興行の課題と球団経営条
件

②球団同士のカニバリゼーション
沖縄県に新球団を設立することで、地方

カニバリゼーションとは、新球団を既存

創生と地域経済の活性化を同時達成するこ

の球団の商圏内に置いた時に、既存の球団

とができるだろう。プロ野球球団拡大構想

のファンなどを奪ってしまうことである。

が実現すれば、
「プロスポーツ」のみならず、

これは全体的なプロ野球の発展にはつなが
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らない。東京ヤクルトや、オリックスなど

ほとんどは基本的に駅から 15 分以内の比

大都市圏で巨人や阪神のような人気球団と

較的アクセスのよいところに立地しており、

商圏がかぶっている球団は、ファン獲得や

観客動員には重要な条件であると考えられ

地域活性化の点で苦戦しやすく、現状観客

る。沖縄県には電車は整備されておらず、

動員数にその結果が表れている。一方、楽

球場へのアクセスの手段は公共交通機関だ

天、広島カープなど、近年地方都市にフラ

とバスかモノレールのみとなっている。 浦

ンチャイズを置く球団の方がファンの獲得、

添市民球場ならモノレールで最寄り駅から

地域の盛り上げに成功しているように見え、

徒歩 16 分、宜野湾市立野球場は那覇バスタ

地方創生にもつながりやすいだろう。沖縄

ーミナルからバスで 30 分程度となってい

県は商圏が他の球団と地理的に被らないと

る。正直、アクセスは良くないと言えるだ

考えられ、カニバリゼーションの観点から

ろう。

みると球団設立に向いていると考えられる。
既存の球団の商圏を考え、それと被らない
地区に球団を設立するのも不可欠な要因だ
と考えられる。

④ メディアの協力体制
球団を運営するにあたりメディアの協
力体制は必要不可欠である。テレビ・ラジ
オなどでのメディア露出は球団運営におい

③ スタジアム規模、アクセス

て大変重要な要素の一つである。その観点

NPB の規定では日本シリーズの際に３

からすると、ローカルメディアのシェアの

万人規模のスタジアムでホーム試合を開催

大きい地方都市は有利である。沖縄県は地

しなければならないと定められており、本

域のシェアの高いメディアによるバックア

拠地のスタジアムは 3 万人以上を収容で

ップが期待できる。既存球団から考えると、

きるキャパ

地方メディアの協力が得られれば、地域で

シティが必要になるようだ。また、どの球

のメディア露出とスポンサー収入が期待で

団のスタジアムを見てもすべての球団が 3

きるだろう。

万人以上のスタジアムをもっている。現在
の琉球ブルーオーシャンズのホーム球場は
条件を満たしておらず、また沖縄県内に 3
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⑤ 親会社の選定
球団を運営していくにはその母体とな

万人収容可能なスタジアムは存在しない。

る親会社が不可欠である。まず新球団を設

（最大は沖縄セルラースタジアム那覇の約

立するのに必要な費用は、まず NPB への入

2 万人）しかし、楽天がもともと収容人数

会金が 25 億円かかる。これにスタジアム

万人だった県営宮城球場を増改築し三万人

を新たに建設する場合はその建設費、ある

規模のスタジアムを作り出したように、既

いは既存のスタジアムを改修する費用がか

存球場の大規模改修や、場合によっては新

かる。建設費は 100～300 億円だが、マツダ

築により球場を整備することも考えられる。

スタジアムは 90 億円で建設されている。改

そこからさらに重要になるのが、スタジア

修費用としては、たとえば楽天の Kobo スタ

ムのアクセスである。既存球団の本拠地の

ジアムは 70 億円である。二軍の施設整備

には 60 億円はかかると言う。以上の費用に

野球興行を行うにあたって考慮すべきポイ

加え、球団の赤字を補てんすることを想定

ントを洗い出し、議論の展開を進めた。こ

して毎年 20 億～30 億円が必要となる。こ

れから琉球ブルーオーシャンズは地域活性

のほか、10 年間球団を保持しなければいけ

化に大きな役割を果たすだろうと考えられ

ないという NPB が裁定している規定がある。

る。このような県内におけるプロスポーツ

これらを考えると、初期投資として沖縄で

の活動はエンターテイメント産業としての

は入会金 25 億＋改修費 70 億＋2 軍施設整

新たな需要の創出になっており、県内プロ

備 60 億＝155 億円必要かつランニングコス

スポーツの発展につながる。今後の課題と

トとして年間 20 億は必要となる。琉球ブル

しては、交通アクセスの問題や、球場のキ

ーオーシャンズを経営する株式会社 BASE

ャパシティの問題、遠征費の問題など課題

は会社情報を見る限り資本は持っていない

は山積みである。交通インフラのさらなる

ように思われる。しかし独自の資金調達を

整備や自前の球場の整備、スポンサー集め

行っており、一口オーナー制度という制度

や NPB との交渉などが必要になってくるで

を導入している。これは一口 10 万円で株式

あろう。また、今後、さらなる県内プロス

配当を貰うことができ、多く購入した場合

ポーツチームの発展のためにも多くの県民

特典として食事会や試合ベンチでの見学な

の応援が必要になってくるであろう。沖縄

どのサービスが設けられている。 やや自転

の発展のため、県民の幸福の為、そして筆

車操業感があるが、面白い調達方法で資金

者である私の願いを叶えるためにも琉球ブ

不足をカバーしようと試みているようだ。

ルーオーシャンズが今後 NPB に参入し、プ

チームスポンサーは三菱地所や大和証券が

ロ野球興行を成功させることを願うばかり

ついており、スポンサー収入は安定した収

である。

入が得られそうである。
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付表 沖縄県測定表

需要増加額（入力）
購入者価格
A

部門35部門
農業
林業
漁業
鉱業
食料品・たばこ・飲料
繊維製品
製材・木製品・家具
パルプ・紙・紙加工品
化学製品
石油製品・石炭製品
窯業・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
一般機械
電気機械
輸送機械
精密機械
その他の製造工業製品
建築及び補修
土木建設
電気・ガス・熱供給
水道・廃棄物処理
商業
金融・保険
不動産
運輸
情報通信
公務
教育・研究
医療・保健・社会保障・介護
その他の公共サービス
対事業所サービス
対個人サービス
その他
合計 百万円

商業マージン率

運輸マージン率

0.245
0.245
0.245
0.474
0.264
0.216
0.264
0.264
0.207
0.081
0.207
0.156
0.114
0.137
0.125
0.183
0.082
0.125
0.307
0.000
0.000
0.000
0.000

0.038
0.038
0.038
0.022
0.055
0.025
0.055
0.055
0.048
0.026
0.048
0.041
0.013
0.011
0.012
0.009
0.015
0.012
0.032
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.049
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.026

0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.026

493.53

1928.86

10196.30
12618.69

1次波及効果 雇用者所得 営業余剰
192.61
3.49
11.76
13.61
644.71
3.64
6.15
12.65
5.15
450.99
16.88
7.73
0.94
19.09
0.17
0.24
36.03
0.46
34.74
52.45
0.00
436.30
270.81
620.75
144.01
143.50
1711.59
327.47
15.63
57.87
1.92
67.53
543.51
8560.36
67.69
1 4482.46

22,502
175
2,570
2,219
35,700
1,030
979
1,277
1,778
2,336
9,696
1,240
631
5,637
174
594
6,208
182
7,376
108,709
60,857
20,609
23,471
199,656
57,112
26,952
170,210
69,268
382,427
231,445
293,190
18,373
123,518
123,500
2,506
2,014,108

1,550
△0
1,682
918
20,114
476
795
555
949
△ 42
△ 1,650
1,906
△ 359
1,267
97
219
3,870
269
1,869
14,482
5,281
30,799
15,678
95,103
40,720
235,820
20,981
53,872
0
3,316
41,471
742
55,341
49,618
2,006
699,718

商業マージン額

運輸マージン額

生産者価格変換後の需要増加額

C=A×マージン率
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.23
0.00
40.06

D=A×マージン率
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
12.79

A'=A-(C+D)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1928.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10196.03
0.00
12565.83

自給率 直接効果

県生産額

雇用者所得率

雇用者所得

90,013
726
14,154
9,626
228,941
3,356
4,196
7,062
9,005
211,424
39,184
35,053
2,043
24,860
570
2,584
43,510
1,413
29,954
344,305
214,726
164,031
78,404
598,424
161,231
516,712
519,594
311,551
623,844
297,539
632,410
53,266
397,952
508,152
38,901
6,218,716

0.267205542
0.241555767
0.300360909
0.325959443
0.243789778
0.448935884
0.422855374
0.259349658
0.302839096
0.010849891
0.205356028
0.089769898
0.133196054
0.277729053
0.475594656
0.314633246
0.23164364
0.319337497
0.308614229
0.357797015
0.308011978
0.313406607
0.49931895
0.492557321
0.606782264
0.508546325
0.367962744
0.395247166
0.613016631
0.78901012
0.529182348
0.358874102
0.449449207
0.340683296
0.115998097
0.436396475

51.47
0.84
3.53
4.44
157.17
1.64
2.60
3.28
1.56
4.89
3.47
0.69
0.12
5.30
0.08
0.08
8.35
0.15
10.72
18.77
0.00
136.74
135.22
305.76
87.39
72.98
629.80
129.43
9.58
45.66
1.02
24.23
244.28
2916.37
7.85
5025.46

民間消費支出

民間消費支出構成比

20559.14
1410.74
2202.09
0.00
216305.06
9319.08
1116.05
2699.36
20193.60
59293.97
299.71
0.00
965.71
1702.03
297.54
39480.63
34504.90
2944.58
17274.53
0.00
0.00
46296.38
15034.38
434325.97
75880.91
444059.08
90524.29
118244.54
17483.25
42726.04
137224.45
37308.93
22716.87
262453.50
116.71
2 1 7 4 9 0 9 .7 5

0.009452871
0.000648644
0.001012497
0
0.099454728
0.004284814
0.000513149
0.001241138
0.009284797
0.027262727
0.000137803
0
0.000444024
0.000782573
0.000136806
0.018152767
0.01586498
0.001353884
0.007942643
0
0
0.021286574
0.006912646
0.199698387
0.034889223
0.204173564
0.041622089
0.054367563
0.00803861
0.019644973
0.063094319
0.017154242
0.010444973
0.120673281
5.36621E-05
1

部門別消費誘発額
0.36
0.00
0.00
0.00
11.60
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.06
0.00
0.00
2.16
0.69
45.31
2.26
11.06
19.45
5.22
0.06
0.67
0.05
0.31
1.89
261.13
0.00
3 7 2 8 .8 9

沖縄県内消費誘発額
0.21
0.00
0.00
0.00
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
2.14
0.69
34.12
2.12
10.98
13.13
3.90
0.06
0.62
0.05
0.29
1.41
215.62
0.00
2 9 1 .1 5

0.57
0.28
0.17
0.03
0.49
0.13
0.17
0.23
0.05
0.52
0.72
0.61
0.08
0.42
0.01
0.02
0.22
0.10
0.24
1.00
1.00
0.99
0.99
0.75
0.94
0.99
0.68
0.75
1.00
0.92
1.00
0.96
0.75
0.83
0.84

消費転換率

0.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1302.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8419.22
0.00
9951.82

就業係数

雇用係数

0.49
0.14
0.19
0.08
0.08
0.54
0.15
0.06
0.11
0.00
0.07
0.01
0.11
0.17
0.35
0.08
0.02
0.09
0.20
0.12
0.12
0.01
0.06
0.17
0.08
0.04
0.06
0.04
0.07
0.09
0.13
0.19
0.16
0.17
0.06

0.14
0.13
0.06
0.07
0.08
0.35
0.10
0.05
0.10
0.00
0.06
0.01
0.11
0.14
0.31
0.08
0.02
0.08
0.13
0.10
0.10
0.01
0.06
0.16
0.08
0.03
0.06
0.04
0.07
0.09
0.12
0.19
0.15
0.14
0.06

1次波及効果（人）

2次波及効果（人）

総合効果（人）

就業者誘発数 雇用者誘発数 就業者誘発数 雇用者誘発数 就業者誘発数 雇用者誘発数
93.62
26.58
3.00
0.85
96.62
27.43
0.50
0.47
0.01
0.01
0.51
0.48
2.29
0.67
0.06
0.02
2.35
0.69
1.04
0.98
0.02
0.02
1.06
1.00
51.76
48.46
1.83
1.71
53.60
50.17
1.98
1.26
0.06
0.04
2.03
1.30
0.92
0.64
0.03
0.02
0.95
0.66
0.71
0.69
0.03
0.02
0.73
0.71
0.54
0.54
0.02
0.02
0.56
0.55
0.84
0.84
0.01
0.01
0.85
0.85
1.17
1.07
0.03
0.03
1.21
1.10
0.06
0.06
0.00
0.00
0.06
0.06
0.10
0.10
0.00
0.00
0.11
0.11
3.24
2.73
0.10
0.09
3.34
2.81
0.06
0.05
0.00
0.00
0.06
0.06
0.02
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
0.59
0.56
0.01
0.01
0.60
0.57
0.04
0.04
0.00
0.00
0.04
0.04
6.85
4.47
0.22
0.15
7.07
4.62
6.11
5.36
0.21
0.19
6.32
5.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.04
5.04
0.18
0.18
5.22
5.22
17.41
17.11
0.51
0.50
17.92
17.61
108.16
97.66
8.92
8.05
117.08
105.71
11.49
11.33
0.57
0.56
12.06
11.89
5.51
4.56
0.61
0.50
6.12
5.06
110.71
100.30
1.60
1.45
112.31
101.74
14.14
14.11
0.63
0.63
14.77
14.74
1.12
1.12
0.04
0.04
1.16
1.16
5.07
5.02
0.22
0.22
5.30
5.24
0.25
0.24
0.01
0.01
0.26
0.25
12.65
12.59
0.39
0.39
13.04
12.98
86.38
81.80
2.88
2.73
89.26
84.53
1464.70
1176.28
37.53
30.14
1502.23
1206.41
4.36
3.96
0.14
0.13
4.51
4.09
2019.45
1626.69
59.88
48.72
2079.32
1675.40

消費誘発額
38.19
0.63
2.62
3.29
116.62
1.21
1.93
2.43
1.16
3.63
2.57
0.51
0.09
3.93
0.06
0.06
6.19
0.11
7.96
13.92
0.00
101.46
100.33
226.87
64.84
54.15
467.31
96.04
7.11
33.88
0.76
17.98
181.25
2163.95
5.83
3728.89

2次波及効果

経済効果

6.17
0.09
0.31
0.23
22.81
0.10
0.17
0.45
0.14
5.73
0.50
0.24
0.03
0.60
0.00
0.01
0.61
0.01
1.13
1.83
0.00
15.37
7.98
51.19
7.12
15.77
24.71
14.55
0.56
2.56
0.10
2.11
18.14
219.33
2.19
4 2 2 .8 5

198.78
3.58
12.07
13.84
667.52
3.75
6.32
13.10
5.30
456.72
17.38
7.97
0.96
19.69
0.18
0.25
36.64
0.48
35.87
54.28
0.00
451.68
278.79
671.94
151.14
159.28
1736.30
342.02
16.19
60.43
2.02
69.63
561.65
8779.69
69.89
1 4 9 0 5 .3 1
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進みゆく「野球離れ」と %& リーグの現状
 國重 真輝
指導教員 居城 琢
 はじめに

観客動員数の推移

 年のプロ野球の、平均観客数は初め
て  万人を超えた。しかし、地方の開催試
合では動員率が低く、球団の無い地方では
野球への関心が低くなっているのは見逃せ
ない事実であり、地方開催の 13% の試合数
も年々減少傾向にある。さらに、深刻な事に
は、観るファンが増えているのに対し、中体
連が発表したデータによると野球人口は大
きく減少している。そこで、設立から時が流
れ、 年シーズンには  球団体制にな

【図   年の平均観客動員数】

る %& リーグの現状を、リーグ関係者に対

全球団の平均観客動員は  人であり、

するインタビュー調査を中心に分析した。

これは前年比－６％となっている。昨年度

設立から歴史が浅く先行研究も少ない %&

初優勝を果たした栃木ゴールデンブレーブ

リーグの現状を分析する事で、現状を把握

スが  人と群を抜いている事が分かる。

し更なる発展の糧にする事で、今後の野球

観客動員数としては、球団数が増えたこと

界が抱える野球人口の減少に対するアプロ

もあり、全体としては数が増えたものの平

ーチを提案する事が本研究の目的である。

均観客数としては減っており、何かしらの


 %& リーグの概要

打開策が必要なのは明確である。
各球団のホームゲーム  試合の会場内訳

%& リーグは、 年に北信越  県を拠
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%& リーグの 13% と比較した際に露呈す

点として誕生した。13% の地方での主催試

る大きな弱みは、本拠地がないことである。

合、地上波放送の減少により %& リーグが

今回は、栃木と福島の  球団のホームゲー

なくなると地域での野球離れは決定的とな

ム試合会場割合を例に挙げる。

ってしまう。リーグの運営方法は、前期、後



期制でのリーグ戦となっており、総試合数

●栃木ゴールデンブレーブスの例

は  試合である。近年では村田修一 現読

圧倒的な観客動員数を誇る栃木ゴールデ

売ジャイアンツ打撃コーチ や西岡剛 元阪

ンブレーブスは小山で ％の試合を開催し

神タイガーズ が栃木ゴールデンブレーブ

ている。栃木は、平日開催試合は小山のみで

スに在籍したことで、認知度も大きく上が

実施しており、小山以外の球場では全て集

った。また、%& リーグから  名の選手を

客が見込める休日開催という特徴が分かっ

13% に輩出しており、 年ドラフト会

た。また、ナイター設備の充実と球場使用料

議でも西武ライオンズ  位で指名を獲得し

が安くすんでいる為に、平日開催試合をナ

た武蔵の松岡洸希選手を筆頭に  名が指名

イターの時間帯で開催出来ている事も集客

された。

において大きな利点だという事が判明した。







●福島レッドホープスの例

徴を生かした地域貢献活動を行っている。

)8785((DVW で一番低い観客動員を記

また、村山氏によると今まで各球団が積

録した福島は  試合しか行わなかった球場

極的に行ってきた社会貢献活動、地域貢献

が  つもあった。福島は、他球団と比べて

活動のデータを収集できていなかったので、

主に牡丹台球場で、平日の試合をデーゲー

これからはリーグで統括的に集めようとい

ムの時間帯で開催している事が平日の観客

う動きがあり、データを可視化できれば %&

動員の低さに繋がってしまっている。また

リーグの地域での貢献度も更に評価される

休日の試合の多くを開催したヨーク開成山

ことに繋がると考えられる。

スタジアムでは平均  人を動員している

栃木ゴールデンブレーブスについて

のに対し、それぞれ  試合ずつ開催した球
場の平均は  人と落ち込んでいる。

参入初年度である  年シーズンは、前
期最下位、後期  位という成績であった。

各球団の試合会場分析を行った結果、観

その一方で、観客動員数はリーグ  球団中

客動員数の球団差は試合開始時間、球場の

 位を記録した。 年シーズンは読売ジ

ナイター設備と賃料のバランス、強みのあ

ャイアンツを自由契約となった村田修一を

る球場の使用頻度である事が判明した。

獲得し、野球界に衝撃を与えた。認知度の大

地域密着の取り組み

幅アップ効果からホームゲームの観客動員

地域密着の取り組みは %& リーグの活動

数は  万人を突破した。さらにこの年プロ

の根幹である。実際に栃木と富山の  チー

野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワロー

ムの取り組みについて取り上げる。

ズから内山太嗣選手が球団初となる育成で

●栃木ゴールデンブレーブスの事例

指名を受けた。 年シーズンは阪神タイ

地域貢献活動の半分を占めている野球教

ガースを自由契約になった西岡剛の入団を

室が  番のウエイトを占めている。その他

発表し再び世間を賑わせた。そして、リーグ

には、行政の献血活動への参加、栃木特有の

戦参入  年目で初となる東地区後期優勝を

取り組みとしては田植えや稲刈りも行って

達成した。信濃グランセローズとのリーグ

いる。 年は台風  号の影響で大きな

チャンピオンシップを制し、初のリーグ優

被害が発生したため、寄付金と $(' の寄

勝も達成。 年シーズンは  万人を集客

贈、栃木市の復興活動の手伝いを実施した。


目標と設定し、オリックスを自由契約とな

●富山 *51 サンダーバーズの事例

った成瀬善久の入団も決定している。今後

富山は豪雪地帯で有名な事から選手たち

も %& リーグの他球団からのお手本となる

が無料で高齢者宅の除雪作業を行う取り組

球団運営の仕組みが整っている球団である。

みがある。選手は除雪作業がトレーニング

群を抜く観客動員数の理由

の代わりになり、作業後にお爺ちゃんお婆

%& リーグ  球団の  年シーズンの

ちゃんに美味しいご飯を貰って感謝される。

 試合当たり平均観客動員数が  人であ

トレーニングにも社会貢献活動にもなると

るのに対し栃木ゴールデンブレーブスは

いう素晴らしい取り組みである。

 人と  球団だけ群を抜き他チームを圧

上記の  チームのように各球団地域の特

倒している。村山氏によると一番の理由は
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楽しい事であるという。観客動員が低い球

 店舗しか出ていない球団が多い中、栃木

団は出展されている飲食店の数や球場内で

は  から  店舗ぐらいが毎試合出展され

マイクを持つスタッフが  人しかいないな

ている。

どの問題点がある。これに対し、栃木はマイ

③入念な 35 活動

クでアナウンスするスタッフが  人存在し、
飲食店も数多く出展されている等、
「選手も

り駅、大型ショッピングモール等で実施。選

監督もチアも飲食店もグッズもすべてが一

手だけでなく、監督を含めた首脳陣も出て

体となってお客さんに還元しようという思

いく。宣伝カーも町中を走り回る。まずは知

い」があることが群を抜く集客力を持つ理

ってもらう事が大事という思いからである。

由であるとの見解を持っていた。

④県内他スポーツチームとの連携体制

実際に球団社長である江部氏のインタビ

栃木県には以下の  つのプロスポーツが

ュー調査から分かった、群を抜く観客動員

存在する。宇都宮ブレックス（% リーグ）、

数の理由を以下の  つにまとめた。

栃木 6&（- リーグ）、日光アイスバックス

① 使用球場の環境・協力的な行政

（アイスホッケー）、那須ブラ―ゼン（ロー

栃木の市長さんを筆頭に行政が積極的で

ドレース）、宇都宮ブリッツェン（ロードレ

力強いバックアップをしている。事例とし

ース）である。 年から連携共有してい

ては、閉校になった小学校を小山市から提

こうという事で、興行にお互いが行き来し、

供してもらい「小山ベースボールビレッジ」

イベントの共有やファンクラブの共有を行

と命名して選手、スタッフが基本的に滞在

っている。

している。ここには練習が出来るグラウン

⑤栃木県野球連盟の協力体制

ド環境、ネット、スタンドがある。連携協定

プロからアマチュアまですべての野球団

を小山市と締結することにより資金的な援

体が初めて  月に集結し、野球人口を増や

助も受ける事が出来ている。その他にも、球

していこう、プロからシニアまで栃木の野

場の使用料を下げてもらえる補助や小山運

球人口を増やすために一緒に頑張っていこ

動公園に真っ先にナイター設備と電光掲示

うという体制が作られた。この取り組みは

板をつけてもらい、今年はスタンドの改修、

新潟、千葉等に続いて全国で  つ目である。


 台規模の駐車場が作られた。小山には

⑥バランスの良い選手構成

バックアップ体制が充実している環境があ

地元の方から応援のしがいがある地元の

る事が一番の理由である。

若い選手として、特別合格で地元の宇都宮

②飲食店の充実

工業から宇賀神聖と大貫礼央の  人を獲得

本来は出展料数万に加え、売り上げの

し、13% からは成瀬善久を獲得するように、

数％も取るのが普通だが、出展料は  円

球団としてバランスよく同時進行で採用し

ほどとかなり安くしている。その代わり、お

ていく事に成功している。

客さんに対する投資、還元しようという思

⑦その他の取り組み

いから、ホームゲーム  試合に関しては絶
対出てくれと伝えているという。この結果、
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試合前には、必ず 35 活動を球場の最寄

野球教室の開催や来場の為のご招待、親
御さんに対するママ活等。



神奈川フューチャードリームスについて
 球団目として、 年のリーグ戦か
ら %& リーグの「)8785(－(DVW」に参入
する球団である。監督には元横浜ベイスタ
ーズの鈴木尚典氏が就任した。
神奈川フューチャードリームスを運営す
る株式会社神奈川県民球団の古屋素衛さん
にお話を伺った。以下、インタビューのメイ
ンとなる内容である。
神奈川の地で球団を立ち上げ、野球人口
の減少を食い止め、さらなる普及を目指し
たいという思いから神奈川フューチャード
リームスは誕生した。
初年度の平均観客動員数目標は  人
との事で、茨城アストロプラネッツが初年
度記録した  人を超える期待がかかる。
その中で、古屋氏によれば節目の試合では
大きく上回る動員をしたいという事から、
まず横浜スタジアムでの開幕戦、さらには
決まってはいない事だがベイスターズの 

項目

売り上げ（万円）

スポンサー収入



後援会収入



チケット収入



物販収入



野球教室収入



放映権収入



収入計



表１  %& リーグ球団の運営モデル
よって、運営事業費は  万円。


相手の遠征費
専用バス関連費  万円、遠征費  万

円、運送費  万円が、それに該当すると仮
定する。よって、遠征費  万円。


入場者の消費支出額の設定
入場者の消費支出額については、観光庁

「共通基準による観光客入込客統計」を参
考に推計した。
入場者数
%& リーグの集客力は、 位栃木ゴールデ

軍との交流戦を積極的に組んでもらいたい。  ンブレーブスが平均観客動員  人で、
同じ県に 13% の球団が存在するチーム
リーグ全体としては  人となっている。
としては、埼玉西武ライオンズがある埼玉
県に所属する埼玉武蔵ヒートベアーズに続
いて  球団目であり、協力して地域の野球
振興、野球普及を行って欲しい。実際に武蔵
では「3/$<%$//！埼玉」という取り組み
を行っている。
経済効果の推計


球団運営費支出額の設定
球団運営費に関しては、 人のリーグ関

係者のインタビューから間違いないとのお
言葉をいただいたので、週刊ベースボール
記載の %& リーグ球団の運営モデルをもと
に設定した。


高校野球や 13% のベイスターズから分か
る神奈川県の野球熱の高さより古屋さんの
インタビュー通り、年間平均観客動員 
人が見込めるものとし、 試合  人と
仮定した。これによりホームゲーム  試合
の入場者数は、 人× 試合＝
人となる。
県内客・県外客の内訳は、昨年度アンケー
ト調査を行った同じ神奈川県の % リーグの
チームである横浜ビー・コルセアーズのア
ンケート結果を参考に ％を県内客、％
を県外客とする。宿泊・日帰りの割合につい
ては、先行研究と同様に同一場所・同一カー
ドの連戦が 13% と異なり、ほとんど組まれ
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ないことから、入場者  人の大半が日

要増加額となった。

帰りと想定される。

来場者消費額の内、宿泊費、飲食費、ショ

しかし、オフィシャルパートナーである

ッピング等は対個人サービスに分類される

ホテルルートインで「観戦チケット引換券

が、交通費のみ運輸に分類される。今回は、

プレゼントプラン」が用意されることなど

アンケートによる交通費の集計を行ってい

から一定割合の宿泊を想定し、県内客 宿泊

ないため、先行研究「横浜ビ―・コルセアー

％、日帰り ％ 、県外客 宿泊 ％、

ズが横浜市にもたらす経済効果」を参考に

日帰り ％ とそれぞれ設定した。（表２）


推計した。

（表 ）ホームゲーム  試合における入場

（表５）横浜ビー・コルセアーズのアンケー

者内訳

ト結果

単位人 

単位万円 



宿泊

日帰り

消費額



県内客





交通費



県外客





消費額合計  億  万円のうち、交通

 １人当たり消費支出額・消費支出総額

費  万円であり、交通費が消費額合計に

入場者の  人あたり消費支出額は、観光

％である。これに今回の消費額  億円

庁「共通基準による観光客入込客統計」の平

を掛け合わせて  万円が今回の交通費

成  年における神奈川の観光客  人当た

とした。
項目

り平均消費支出額より算出した。 表  

部門分類

表  神奈川県観光客  人当たり消費支出
額

単位百万円 

単位円 


宿泊

日帰り

県内客





県外客





これに図表  の入場者内訳の人数をそれ
ぞれ掛け合わせ算出した入場者の消費支出
総額は  億  百万円となる。 表  
表４ 入場者の消費支出総額

単位万円 

交通費

運輸  



② 事業費

対個人サービス  

③ 対戦相手の遠征費

対個人サービス（）

需要増加額から直接効果を求めていく。


直接効果＝需要増加額×自給率
平成  年度横浜市産業連関表を用いて求
めた結果、直接効果は、 億円。


 次波及効果を求める。



宿泊

日帰り

合計

県内







り、業種の垣根を越えて生産が波及してい

県外







く効果の事を指している。

合計







以上より事業費  億円、
遠征費  億
円、来場者の消費額  億の合計  億円
が神奈川フューチャードリームスの年間需
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宿泊費、飲食費、ショッピング 対個人サービス  

観光庁共通基準による観光客入込客統計
平成  年平均より作成 

①来場者消費額合計

 次波及効果とは、直接効果の増加によ

 次波及効果は、直接効果×逆行列係数
をすることで求められる。
一次波及効果＝ 億円
間接一次波及効果＝一次波及効果直接効



果＝  億円

動員率は ％。



ジャイアンツの  シーズン地方開催試

 次波及効果を求める。

  次波及効果とは、 次波及効果の発生に

合は以下の  試合である。（京セラを除く）


伴う所得の増加により増える消費需要の事

日付

相手

結果

場所

観客

を指している。



広島



鹿児島





広島



熊本





ヤク



岐阜





中日



新潟





中日



群馬



雇用者所得率＝ 雇用者所得＋営業余剰 ÷
市生産額
雇用者所得＝一次波及効果×雇用者所得率
＝ 億
消費転換率
横浜市産業連関表に平成  年の消費転換
率が記載されている為、その数値である
 を用いる。
消費増加額
雇用者所得×消費転換率＝ 億
民間消費支出構成比
各部門の民間消費支出÷民間消費支出合計
部門別消費誘発額
消費増加額×民間消費支出構成比
横浜市内消費誘発額
部門別消費誘発額×横浜市自給率＝ 億
二次波及効果
逆行列関数×横浜市内消費誘発額＝ 億


まとめ
以上より、年間需要増加額  億円が発

生した場合、その経済波及効果は、直接効
果、一次波及効果、二次波及効果の合計で
＋＋＝ 億円となり、直接効果
 億円の  倍の経済効果が生まれると
推計される。
地方での野球離れの深刻化
１）13% 地方開催試合の動員率
●読売ジャイアンツ
 年シーズンは 増の平均  万
 人を記録。本拠地東京ドーム限定では
 万  人。
客席数は  万  人なので、

（表６） ジャイアンツ  地方開催試合
各球場の収容人数から分かる動員率は以
下の通りである。
場所

収容人数

動員率 ％ 

鹿児島





熊本





岐阜





新潟





群馬





（表７）各球場での動員率
上の表は  年に読売ジャイアンツが
東京ドームではなく地方で主催した試合の
観客動員数と各球場の収容人数である。東
京ドームに関しては、 万人近く収容でき
る東京ドームで の動員率は圧巻であ
る。しかし地方開催試合では  試合平均
％と寂しい数字になっている。
また、
「カープ女子」というワードが世間
を賑わせた広島東洋カープの  年の本
拠地以外での試合開催は、みよし運動公園
野球場の  試合で同じ広島県の球場である
事から、実質地方開催を行っていない。同じ
くチケットが取りにくい人気球団となった
横浜 'H1$ ベイスターズは昔こそ地方開催
試合を多く実施していたものの、今や南場
オーナーの地元である新潟県で年  回開催
するだけである。球団側の立場になってみ
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れば本拠地のスタジアムが ％に近い動
員率 広島 ・横浜 ％ を達成できるな

公園のチカラ /$% が約  か所の公園

らば、わざわざ移動コストのかかる地方開

で調査した結果としては、公園と住宅が隣

催をする気が起こらないのは当然なのかも

接する都市部で起こりやすい現象だという

しれない。しかし、自球団だけの事を考えて

ことが判明した。野球・サッカーができない

いれば良いという野球が圧倒的に人気な時

公園が中京圏近郊の地方都市では ％であ

代ではなくなっており、地方のなかなか一

るのに対し、首都圏では ％にのぼった。


流のプロ野球選手のプレーを生で見る事の

３）スポーツの多様化という捉え方

出来ない子供たちに見る機会を提供するこ

 八村塁の 1%$ での活躍や % リーグの躍

とは野球界全体として積極的に行っていく

進が見られるバスケットボール、「21(

必要があるだろう。

7($0」の言葉に代表される世界の強豪相

 地上波放送の減少

手に果敢に戦い日本中に感動を届けたラグ

 年は、地上波放送が年に  試合と

ビー、そしてテニスや卓球といったあまり

テレビをつければ巨人戦が中継されている

メジャーではなく分母の小さい球技。昔は

時代であった。それが  年には驚きの 

野球一強だった時代から、現在は、子どもが

試合にまで減っている。'$=1 やパリーグ

スポーツを選べる時代になったと言えるの

79 など月額でお金を支払えば年間の試合

かもしれない。

を見る事が可能だが自らお金を払って中継

 中体連の過去  年間の生徒数推移を分析

を見る層は元々野球が好きな人々であり、

した結果、 年から見た  年の生徒

父親が野球好きで晩飯の時間には野球中継

数の割合は、サッカーが ％、バスケが

が当たり前のように流れている環境で、プ

％と少子化を考慮すると横ばいであるの

ロの一流のプレーに惹かれ野球を始めると

に対し、野球は ％と  種目の中でも異様

いうきっかけが起こる時代では無くなって

な減少率である事が分かった。また、ソフト

きているのが現状である。

テニスが ％、卓球が ％、バドミント

若者の野球のハードルの高さと多様化

ンが ％と、少子化の時代の中でも、競技

１）～ 歳が行うスポーツ

人口を上げている種目もある事が分かった。

サッカーは野球と比較してボール  つで
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２）野球を禁止する看板の提出状況

まとめ

気軽に遊べるので、
 歳の頃から既に 

 今回、 人の %& リーグ関係者へのイン

の子供が経験している。野球はサッカーに

タビュー調査と各種データを用いた野球離

遅れ  歳ごろから数字が出てくる。ここで

れに対しての研究を行った結果、以下の事

注目したいのは野球を始める  歳の頃には

が分かった。少子化が進み、公園での野球規

既に ％の子供がサッカーを経験している

制、スポーツの多様化が起こったことによ

という事である。サッカーも決して競技人

り野球が劇的に人口を増やすことは出来な

口が増えている訳ではないが、野球に対し

いかもしれない。その中で、経済波及効果と

ては優位性を持っていると言えるだろう。

いう定量面では小さかった %& リーグが野



球離れに対するアプローチの役割という定



性面での存在価値は非常に大きかった事が

●とうほう地域総合研究所  「福島ホ

インタビュー調査からも分かった。今の

ープスの経済波及効果について」

13% ではなく、%& リーグだからこそ出来

●%& リーグ公式プログラム 

ることが確実にある。それは数多くの地域

●%& リーグ  シーズンレポート

貢献活動である。プロ野球チームもシーズ

●横浜ビー・コルセアーズが横浜市に与え

ンオフは小学校に出向くものの、シーズン

る経済波及効果（アンケート結果）

中から今後の野球をするかもしれない子供

●%& リーグ公式サイト

たちに野球の楽しさを伝えていける存在は

 KWWSVZZZEFOMS

%& リーグの選手達しかいないので、今後も

●13% 公式サイト 統計データ

根気よくこの活動は続けていく必要がある。

KWWSQSEMSVWDWLVWLFV

 その中で、今回取材をさせていただいた

●笹川スポーツ財団

栃木ゴールデンブレーブスのように 13%

KWWSVZZZVVIRUMS

の  軍チームと同水準の集客に成功してい

●首都圏・中京圏・関西圏の公園の利用規

るチームもある事から、
「地域のファンに喜

制に関する調査報告

んでもらおう」という思いを大切にリーグ

KWWSVZZZDWSUHVVQHMS

全体で観客動員数を伸ばす努力が必要だ。

●横浜市 経済局 横浜市産業連関表

 最近になって、13% からの独立リーグの

ZZZFLW\\RNRKDPDOJNHL]DLWRXNHLVDQUH

存在意義の見方も大きくなってきているの

Q

は間違いない。実際に野球離れに対して連

●公益財団法人日本中学校体育連盟 +3

携検討するという会議も行われており、サ

KWWSQMSDVDNXUDQHMSNDPHLKWPO

ッカーやバスケと異なり組織としての分断



状態が見られる野球界が一体化する流れと

謝辞

なり、13% から小学校の野球チームまで一

本研究の趣旨を理解し、お忙しい時期な

体化して問題に取り組んでいく流れが出来

がらも快くインタビュー調査に協力してい

ることを期待したい。

ただいた、ルートイン %& リーグ運営会社

 その中で、将来的にプロ野球  球団構想

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケテ

が達成され、地方に新しく球団が誕生する

ィング代表取締役 村山哲二様、株式会社栃

事で日本のスポーツにおける野球の立ち位

木県民球団代表取締役社長 江部達也様、株

置の回復を目指せれば何よりである。

式会社神奈川県民球団取締役 古屋素衛様



に心から感謝致します。

参考資料

本当にありがとうございました。

●小林 至   日本における野球独立



リーグの勃興の背景と継続の条件 ―13%



への労働供給市場の変容を切り口としてー



●広尾 晃   「野球崩壊 深刻化する
「野球離れ」を食い止めろ！」
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横浜 DeNA ベイスターズが横浜スタジアム周辺の飲食店にもたらす経済効果について
1622095
指導教員
1．研究概要
横浜スタジアムは 2020 年に改修工事を
終え、6000 席の増席を予定している。横浜
DeNA ベイスターズ自体の人気も上昇して
いる中、周辺地域の飲食店への経済効果は
どのような状態であり、今後の増席によっ
てどのように変化するかをミクロ・マクロ
の両面から考察したい。
2．マクロ的分析
まず、マクロ的な分析として経済効果を
千葉ジェッツの先行研究を基に考察する。
経済産業連関表は平成 23 年度のものを使
用し、SNS(Instagram、twitter)アンケート
によって年齢、所在地、試合前に横浜スタジ
アム周辺で飲食に使用した金額(コンビニ
エンスストアなど)、横浜スタジアム内の売
店、ビアガーデンなどで飲食に使用した金
額、試合前に横浜スタジアム周辺の飲食店
での食事に使用した金額、試合後に横浜ス
タジアム周辺の飲食店での食事に使用した
金額、試合の観戦日を調査した。結果、横浜
市の需要増加額は 1 日当たりの需要増加額
は 114905804.7(1 億 1490 万 5804.7 円)、1
年間で見ると、114905804.7×72 試合（ホ
ーム：日本シリーズ除く＆交流戦含む）＝
82 億 7280 万となる。続いて、第一次波及
効果は逆行列×直接効果によって求められ
る。その結果、5446.7(百万)であると分かる。
これを基準に計算を進めると、経済波及効
果は 6438（百万）である。よって、横浜
DeNA ベイスターズが横浜市の飲食店にも
たらす経済効果は約 64 億円である。2016
年の楽天ゴールデンイーグルスの経済効果
(飲食のみ)が約 60 億円であるので、この数
字の正当性は確保できる。
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丸澤 慧太
居城 琢

（図１） 先行研究(千葉ジェッツ)

3－1．ミクロ的な分析
1 つの飲食店を対象に売り上げと球団
の関係を考察する。まず、2017 年のシー
ズン売り上げは図２のようになっている。
ここで重要な作業として(１)みなとみらい
周辺地域でのイベント(２)売店の売り上げ
の二つの要素の考慮が挙げられる。まず、
シーズンを通した売上は以下のようになっ
（図２） 2017 年売上・客数推移

ている。
試合日：201,370 円
通常日(アウェーゲーム無し)：141,970 円
通常日(アウェーゲーム有り)：147,475 円
次に、客単価は以下のようになっている。
試合日：4,024.881 円
通常日(アウェイゲーム無)：3,710.974 円
通常日(アウェイゲーム有)：3,814.016 円
イベントの効果を抽出する為にイベントに
よる売り上げ平均変化を求めると以下のよ
うになっている。
①試合日・イベントがある日：296,265 円
②試合日・イベントが無い日：205,201 円
③通常日・イベントがある日：197,006 円

（計算１） イベントによる影響

④通常日・イベントが無い日：147,151 円
以上の結果からイベントの影響を測定すし

イベントによる売り上げへの影響

ていくと、計算１のようになる。

①－②＝91,064 円 ①＝1.44×②

以上までの結果を踏まえて年間での対象

③－④＝49,885 円 ③＝1.34×④

店舗の売上への影響を計算していきたい。

イベントによる客数平均への影響

必要な要素は以下の四つである。

試合あり、イベントありの日…55.3 人

①試合日(イベントあり)

試合なし、イベントありの日…39.5 人

②試合日(イベントなし)

試合による売り上げへの影響

③アウェーゲーム(イベントあり)

②－④＝58,054 円 ②＝1.39×④

④アウェーゲーム(イベントなし)

④＝0.717×②

まずは、①から計算していく。

よって影響は 58054÷205201＝0.283

試合日かつイベント日のシーズン間売り上
げ合計＝2,337,014 円
→イベントによる影響の排除…2,337,014
2
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円÷1.44＝1,622,926.39 円

→5555378.474×0.207＝1,149,963.344 円

→野球による売り上げのみの抽出…

3－2．過去の観客動員数との関係
横浜スタジアムの持つ経済効果を測定す

1622926.39×0.283＝459,228.168 円
次に、②を計算していく。

るには球団経営が株式会社ディー・エヌ・

試合日勝つイベントが無い日のシーズン間

エー【DeNA】に移行した 2012 年を境に

売り上げ合計＝15,815,202 円

球場入場者数が変化した重要な転換点を考

→野球による売り上げのみ抽出…

察する事が今後の球場の増席による影響を

15815202×0.283＝4,475,702.166 円

考察するのに必要である。現在の観客動員

次に、③を計算していく。

数変化と 2017 年の売り上げ変化を比較す

アウェーゲームかつイベント日のシーズン

る事で今後の観客動員数変化を予測し、受

間売り上げ合計＝823,252 円

皿の変化が今後何年有効であり、何年後に

→イベントによる影響の排除…

安定飽和状態になるのかを予測できるから

823252÷1.34＝614,367.165 円

である。また、２０１９年には実際に３,

→アウェーゲームによる売り上げのみ抽出

５００席程度の増席が行われているので、

…614367.165×0.059＝36,247.663 円

この増席が変数の変化量に与えている変化

最後に、④を計算する。

を含め考察していく。まず、2010 からの

アウェーゲームかつイベントが無い日のシ

入場者数推移は以下のようになっている。

ーズン間売り上げ合計＝9,901,703 円

（図３） 入場者数・一試合平均の推移

→アウェーゲームによる売り上げのみ抽出
…9901703×0.059＝584,200.477 円
結果として、①～④までの抽出した売上額
の合計は 5,555,378.474 円となる。これに
対して、シーズン内売り上げ合計は
37,259,896 円となる。
また、シーズン内売り上げのうち横浜
DeNA ベイスターズの効果が占める割合は
5555378.474÷37259896＝約 14.9％とな
る。以上の結果を踏まえて増席(6000 席)
の影響を概算すると、以下のような計算に

次に、観客動員数の変化はどのような変数

なる。

で変化をしているのかを測定していく。そ

現在の横浜スタジアムの総席数…約 29,000

の為にまず、①２０１２年度から２０１３

増席する席数…約 6,000

年度、２０１３年度から２０１４年度、と

増席する席数が占める割合…現在の席数の

比較していき、変数の平均と変化量を求め

約 20.7％

ると、変数の平均は 1.112923695、変化量

よって、現在与えている効果のうち二割が

は計算２のようになる。
（計算２）各年ごとの変化量

改築によって増加すると考えられる
3
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（２０１４年度÷２０１３年度）－（２０１３年度÷２０１２年度）＝－0.125467779

の二つについて計算し、店舗単位での来客

（２０１５年度÷２０１４年度）－（２０１４年度÷２０１３年度）＝－0.061973513

数の変化予測を行う。まず、❶について。

（２０１６年度÷２０１５年度）－（２０１５年度÷２０１４年度）＝－0.090220438
（２０１７年度÷２０１６年度）－（２０１６年度÷２０１５年度）＝0.022218551
（２０１８年度÷２０１７年度）－（２０１７年度÷２０１６年度）＝－0.066835714

2017 年度＝1979446÷2132769＝92.81％
2018 年度＝93.76％ 2019 年度＝94.56％

（２０１９年度÷２０１８年度）－（２０１８年度÷２０１７年度）＝0.101551656

平均すると 93.71％

以上の結果を参照すると、三点が分かる。

これを 2020 年の最大入場者数とかける

平均して入場者数は増加傾向にある事、次

と、2020 年度の入場者数予測＝（36039

に 2019 年の 3,500 席の増席が増加量に顕

人×72 試合）×0.9371＝2,431,594.576 人

著に変化をもたらしている事、最後に基本

となる。次に、❷について。

的に前年度と比較すると変化量は低くなる

2018 年度までの変化量平均…1.094058108

が、A クラス(3 位以内)に安定を始めた

2018 年度の入場者数にこの平均を掛ける

2016 年度、クライマックスシリーズ優勝

と、2,218,664.506 人(＝2019 年の予測)と

年である 2017 年度の増加量を見る通り試

なる。2019 年の入場者数からこの数値を

合結果が増加量に影響を与えている事であ

引くと、64,859.494 人＝3500 席の影響

る。ここで、2020 年の入場者予測を行い

3－3

増席が与える影響(予測)

たい。まず、横浜スタジアムの満員時の入

関内周辺の飲食店に流れる観客の数をア

場者数は２０１８年度までは３００３９人

ンケートの結果から割り出し、更に大まか

である。２０１９年には３５００席の増席

な売り上げへの影響を計算していく。①ア

が行われ、２０２０年には更に２５００席

ンケート結果は以下の様になっている。

の増席が行われる。したがって、一年間満

試合前に横浜スタジアム周辺または横浜中

員であった場合を仮定した来場者数は以下

華街で食事…48.8％

のような計算から求められる。

試合後に横浜スタジアム周辺または横浜中

～２０１８年度…３００３９人×７２試合

華街で食事…52.7％

or７１試合＝2,162,808 人 or2,132,769 人

試合前消費金額平均…1,192.5 円

２０１９年度…３３５３９人×７２試合＝

試合後消費金額平均…2,800.0 円

2,414,808 人

次に、②関内駅周辺の飲食店が増員分の需

以上より、2018 年度に記録された入場者

要に耐えうると仮定した場合の売上増加量

数は上記の最大入場者数の約 93.76％であ

を計算していく。2019 年の売上増加量

り、ほぼ飽和状態であった。また、2019

は、（64859.494×0.488×1192.5）＋

年度に記録された入場者数は上記の最大入

（64859.494×0.527×2800）＝

場者数の 94.56％を記録している。つま

37744333.9383＋95706669.3464＝

り、❶増席を行った後も最大入場者数に近

133,451,003.284 円

づいており、この成長率を来年度も保持し

次に 2020 年を計算する。
（46328.21×

続ける事も考えられる。しかし、一方で

0.488×1192.5）＋（46328.21×0.527×

❷2017 年度までのように毎年来場者数の

2800）＝26960238.5274＋68361906.676＝

変化量が逓減する事も考えられる。これら

95,322,145.2034 円
4
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よって、増席がもたらす売上増加量は、

果について 宮城県震災復興・企画部

228,773,148.487 円となる。

震災復興・企画総務課

これは球団がもたらす経済効果であると算

(https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/atta

出した 64 憶円の約 3.574％に当たる。

chment/609801.pdf)
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高校野球神奈川大会が横浜市に与える経済効果

1.

指導教員

居城

琢

1622029

大川

智己

はじめに
2.

インターハイとして開催されている甲子園

アンケート調査

(1)アンケート調査概要

での全国高等学校野球選手権記念大会は単な
る全国大会とは異なる雰囲気を出している。

第 100 回記念大会では 7 月 29 日と 30 日の

1915 年に第 1 回大会が開催されて以来、夏の

南北大会決勝戦、第 101 回大会では 7 月 28

風物詩として高校野球ファンのみならず老若

日の決勝戦でアンケート調査を実施した。対

男女、多くの人々を魅了してきた。

象者は横浜スタジアム周辺のチケット購入列

去年度同大会では金足農業高校が怒涛の快

で、記入方式を採用した。回答者の分布に偏

進撃で世間を賑わせた。しかし、藤原恭大選

りがないように、購入列の前方、中央、後方で

手（現千葉ロッテマリーンズ）や根尾昂選手

調査を行った。調査日程・対戦カード・標本数

（現中日ドラゴンズ）など当時プロ野球球団

を表 1 に、質問項目は表 2 に示す通りである。

からドラフト指名された 4 人を含む大阪桐蔭

各問に対する回答率は 9 割以上であった。

が金足農業高校を下し、2 度目の春夏連覇を
果たした。当大会は記念すべき第 100 回記念

表1

大会ということもあり、過去最多の観客数を

アンケート実施日
2018/7/29(日) 6：00～8：00
横浜 対 鎌倉学園
2018/7/30/(月) 6：00～8：00
慶応義塾 対 桐光学園
計

動員し、関西大学の宮本勝造名誉教授の試算
によると過去最大の経済効果を生んだ。しか
し、部員数・連盟加盟校数は統計を取り始め
た昭和 57 年以来、微増傾向にあったが、少子
高齢化や他競技の人気増加に伴い、平成 26 年
をピークに最近 5 年間で約 1000 人減少した。
規模の縮小とは反対に市場は拡大しているが、

アンケート実施日
2019/7/28/(日) 6：00～8：00
日本大学藤沢 対 東海大学付属相

標本数
47
100
147

標本数
123

神奈川県大会にも果たして当てはまるだろう
表 2

か。
本論文では神奈川県大会の開催によって生

調査項目
消費項目
意識項目
1.個人特性・グループの種類
1.去年度大会の観戦方法
2.観戦用の消費額
2.観戦理由
3.交通手段と交通費・宿泊費
3.学生時代の部活
4.試合前後の周遊行動と消費額 4.今大会の観戦数
5.グッズの購入
5.高校野球の魅力
6.次大会の観戦意欲

じる横浜市への経済波及効果を明確にする。
それを測定することで、今後の大会運営の円
滑化や競技人口の増加のための要素を明らか
にする。
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である。筒香選手(現横浜 DeNA ベースター

(2)個人属性の集計
回答者の個人属性を集計した結果を表 3 に

ズ)などを輩出している横浜高校の応援と

示す。この表から神奈川大会において平日・

徐々に大会で好成績を収め始めた鎌倉学園へ

休日試合の類似点や相違点が分かる。

の期待による割合だと考える。②は慶應義塾

男女別でみると、開催日や大会に関わらず

と桐光学園の試合である。慶応義塾は横浜市

男性が 80%、女性が 20%であった。年代別で

に位置するが、東京から通学している在校生

みると日曜日では 30 代・50 代が 57％を占め

や東京在住の年配の OB がいることで東京の

ていることに対し、月曜日では 12%まで落ち

割合が 43%と半数近いと考える。③は日本大

込んでいる。一方、10 代・20 代は、休日の

学藤沢と東海大学附属相模原の試合である。

17%から平日の 53%まで大きく伸びた。また

高校名に含まれている通り藤沢市と相模原市

平日には 70 代・80 代の来場もみられる。こ

に位置する学校である。したがって、横浜市

れらは 30 代から 50 代の社会人が平日は仕事

外の割合が 52%となると考える。

で来場出来ないことに起因すると考える。一

グループ別では、友人との観戦が最も割合

方で、夏季休暇中の学生や時間に余裕のある

が高い。1 人での観戦を含むと 7 割近くにな

お年寄りが容易にチケットの購入が可能にな

る。休日開催の①・③と平日開催の②を比較

ったことによるものだと考える。居住地別で

すると、家族と観戦する割合が前者の方が高

は、神奈川・東京からの来場者が 9 割以上を

くなっている。これは休日では社会人の親が

占めており、5%前後がその他の県・国からの

子供と観戦する一方で、平日には親が仕事で

来場であった。横浜市内・横浜市外・東京の割

子供を観戦に連れて行きづらくなっているか

合の違いは試合の対戦カードによるものだと

らだと考える。その他の回答には、部活の先

考える。①は強豪横浜高校と鎌倉学園の試合

輩・上司・ビジネス関係があった。

表 3

性別
男
女
計

年齢別
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代
計

標本数（割合％）
➀
②
③
39（83）
77(77)
96（78）
8（17）
23（23）
27（22）
47
100
123

居住別
横浜市内
横浜市外
東京
首都圏
地方
海外
不明
計

標本数（割合％）
➀
②
③
1(2）
37（37）
19(15)
7（15）
16（16）
24(20)
9（19）
3（3）
17(14)
11（23）
20（20）
31(25)
18（38）
9（9）
24(20)
1(2）
6（6）
3(2)
0（0）
7（7）
5(4)
0（0）
2（2）
0（0）
47
100
123

グループ別
一人
友人
恋人
家族
その他
不明
計
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➀
24(51)
11(23)
6(13)
3(6)
0(0)
0(0)
3(6)
47

標本数(割合％)
②
③
43(43)
36(29)
22(22)
65(52)
29(29)
9(7)
3(3)
7(6)
2(2)
5(4)
1(1)
0(0)
0(0)
1(1)
100
123

➀
11(22)
20(40)
2(4)
14(28)
3(6)
0(0)
50

標本数(割合％)
②
③
38(37)
33（26）
38(37)
55（43）
1(1)
4（3）
14(14)
23（18）
12(12)
11（8）
0（0）
1（1）
103
127

社リクルートライフスタイル(2018)によると
3.

中食の平均消費額は朝 530 円、 昼 700 円、

来場者の消費行動の分析

飲酒を含む外食の平均消費額は 2900 円だ

(1)消費単価の推計方法
来場者の消費単価を交通費、観戦用の飲食

ったのでそれらを採用した。また飲食以外の

費、周遊先で飲食などに使う費用（以下周遊

観戦後の周遊行動について、買い物やビジネ

費）、 宿泊費、グッズ購入費、座席費用の 6

スなどは一律 1000 円と仮定した。

つに分け算出した。以下、各消費単価の推計

③ グッズ費

方法について述べる。

第 100 回大会のグッズ購入に関するアン

①

ケート項目は、購入額ではなく、購入品 目に

交通費・宿泊費

当日利用した交通機関とその費用について聞

ついて調査した。記念大会のため、品目一つ

いた。ただし、休日のバイクは駐車無 料の場

をとっても多くの種類が販売されて いた。し

所があり、自転車の駐車料金は 100 円で計上

たがって、タオル・T シャツに関してはオフ

した。電車・バスを利用した場合で定期券を

ィシャルグッズ価格の 1300 円、 2500 円と

使用した際は、交通費は 0 円とした。宿泊費

してその他のグッズは一律 900 円とした。
④ 座席費用

は滞在日数が不明である ため、記入された消
費額を今大会で生じた需要として計上した。

内野席は一般・学生 500 円、高校・中学生

自家用車のみを利用した場合は、有料道路料

200 円、小学生以下無料となっており、 準決

金・駐車料金・ガソリン代を交通費とした。チ

勝・決勝のみ外野席が一般・学生 300 円、高

ケットを購入するために試合開始 1.5 時間

校・中学 100 円となっている。ま た、試合

前から試合終了 30 分後までを駐車時間とし、

校の教員・保護者・生徒は無料となっている。

平均試合時間の 2 時間を加えた 4 時間と仮

宮本勝治教授が測定した 2017 年夏の第 99

定する。横浜・関内・桜木町付近の駐車場を 4

回全国高等学校野球選手権大会の経済効果で

時間利用したとして 2000 円を計上した。

は、学校関係者の応援はア ルプス席（全席の

ガソリン代は回答者の居住地の市町村役場か

約 25.6%を占める）に着席し、毎試合入れ替

ら横浜スタジアムまでに利用した一般道・一

えが行われると仮定し ている。それと 1 日

般高速道路の距離を Google Maps により算

に複数試合を観戦する一般のファンを考慮し、

出し、それらを燃費 12km/h で除して、ガソ

総入場者数の 20% を学校関係者、一般のフ

リンの消費量を算出した。そのガソリン消費

ァンを 80%と仮定する。座席費用は 20 代以

量により 2018 年 7 月・ 2019 年 7 月神奈

上の割合が高い (高校生の観戦者は主に在校

川県のガソリン価格 139 円・140 円を乗じ、

生)ことから、一律 400 円と仮定した。

ガソリンの費用を算出した。また、自宅から
(2)個人属性別消費傾向の比較

最寄り駅までの送迎の場合、総務省統計局が
公表している平成 25 年住宅・土地統計調査

属性別に消費額に対する各消費項目につい
て比較した。図 1 について➀の 70 代と➀・➁

より自宅から最寄り駅まで１km とした。
②

の 80 代は標本がないため表示されていない。

観戦用飲食費・周遊費

観戦用飲食費については消費金額の階級の

また図 2 について、関東圏外からの来場者は

中央値（500～1000 円の選択肢の場合 750

新幹線・飛行機の利用による交通費が大部分

円）を消費金額とした。周遊費について、具体

を占めるため除いた。周遊費にはチケット代

的な消費額が記入されていない場 合、株式会

を含まない。

3
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➀
図 1

年代別消費割合
年齢別にみると、消費の多くを観戦前後の

消費と交通費が占めている。観戦用の消費は
世代に関係なく一定の割合であることが興味
深い。30、40 代は遠方からの来場や自家用車
などの使用により交通費の割合が高い。高い
年齢層は前泊して観戦する人が少ない傾向に
ある。

②

居住別消費割合

横浜スタジアムから遠くなるほど交通費の割
合が高くなっている。つまり、交通費以外の
図 2

消費割合は横浜市内からの来場者は高くなり、
首都圏からの来場者は低くなる。また、神奈
川県内からの来場者も宿泊していることから、
球場から遠いという理由で前泊しているとい
うより熱烈な高校野球ファンだからだと考え
られる。②は観戦前後の消費割合が高い。③
はグッズ費が少なく、交通費が高くなってい
る。

③

グループ別消費割合

どのグループも交通費と観戦前後の消費が
6 割近くを占めていた。家族と観戦する人と

図 3

友人と観戦する人の消費割合が似ている。宿
泊費の割合が休日開催の①・③で大きい。
4.

生産波及効果の推計

(1)入場者数に関して
近年の春季・選手権・秋季大会で撮影され
た写真や動画から記念大会ではない通常大会
のラウンドごとの来場者数を概算し、それに
各試合数を乗じ各ラウンドの総来場者数を求
める。最後に夏の神奈川大会における総観客
動員数を求める。総観客動員数は 32 万 9300
人となる。

4
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表 4

表 4

試合数 1試合当たり観客数各回の総来場者（人）
1回戦
53
500
26,500
2回戦
64
700
44,800
3回戦
32
1,000
32,000
4回戦
16
2,000
32,000
5回戦
8
8,000
64,000
準々決勝
4
10,000
40,000
準決勝
2
30,000
60,000
決勝
1
30,000
30,000
計
180
1,829
329,300

消費項目
座席費用
観戦費
公共交通機関・有料道路
交通費
駐車料金
ガソリン代
飲食費
娯楽
周遊費
買い物
その他
宿泊費
グッズ費
合計

格付け部門
対個人サービス
対個人サービス
運輸・郵便
不動産
石油・石炭製品
対個人サービス
対個人サービス
商業
分類不明
対個人サービス
商業

①
400
1128
952
282
91
1640
0
43
106
531
653
5826

単価（円）
➁
400
871
822
98
17
1521
10
211
62
0
637
4649

③
400
1040
637
217
40
1940
17
398
169
552
117
5527

さらに第 100 回記念神奈川大会の総観客動
(4) 曜日・大会ごとの最終需要の比較

員数を公益財団法人日本高等学校野球連盟に
よると、第 100 回全国高校野球選手権大会の

第 100 回大会における決勝戦の休日開催と

入場者総数は第 100 回の第 101 回大会の 1.05

平日開催の経済波及効果について比較する。

倍である。神奈川大会において第 100 大会と

各消費単価に決勝戦の来場者数を乗じ、最終

第 101 回大会は大きな試合数の変化はない。

需要額を求める。推計結果は表 6 の通りであ

したがって計算の結果、第 100 回神奈川大会

る。

の総観客動員数は 34 万 5765 人となる。

また、第 100 回大会と第 101 回大会の大会

32 万 9300 人 × 1.05 ＝ 34 万 5765 人

開催によって生じる経済波及効果について比
較する。第 100 回大会の消費単価については、

(2)生産波及効果の算定方法

休日開催と平日開催の平均をとった。消費単

集客の経済的な効果を把握するために、平

価に第 100 回大会は 346、000 人、第 101 回

成 23 年度横浜市 37 部門産業連関表を用いた。

大会は 329,000 人を乗じ、最終需要額を算出

遠方からの来場者の消費は外れ値とみなし、

した。推定結果は表７の通りである。

関東圏のみの来場者を対象とした。往路の交
(5)推定結果

通費は横浜市で、復路の交通費は回答者の居

横浜市への生産波及効果推定結果を表 8 に

住地で消費されたと仮定した。
(3)各試合の最終需要の比較

示す。全国大会は観客に加え、大会関係者や

表 5 に各試合の消費単価を示した。1 試

報道関係者も含んだ推定結果となっている。

合当たりの消費単価は、➀が 5,826 円、②が

試合数・観客数・話題性で上回る第 100 回記

4,649 と休日の方が平日より 1,176 円高い。

念大会が第 101 回大会より効果が大きいとい

特に観戦費や駐車料金、宿泊費で差がついた。

う結果が出た。

①・③では運転免許を取得している世代が多
く、駐車代・ガソリン代が高い。一方で、学生
は夏休み期間ということもあり、②は娯楽と
買い物について➀より高い。

5
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表 5

・表 6
消費項目

格付け部門

座席費用
対個人サービス
観戦費
対個人サービス
公共交通機関・有料道路 運輸・郵便
交通費
駐車料金
不動産
ガソリン代
石油・石炭製品
飲食費
対個人サービス
娯楽
対個人サービス
周遊費
買い物
商業
その他
分類不明
宿泊費
対個人サービス
商業
グッズ費
合計

単価（円）
①
➁
400
400
1128
871
952
822
282
98
91
17
1640
1521
0
10
43
211
106
62
531
0
653
637
5826
4649

最終需要（百万円）
①
➁
10.1
10.1
35.5
27.4
30
25.9
8.9
3.1
2.9
0.5
51.7
47.9
0
0.3
1.3
6.7
3.4
1.9
16.8
0
20.6
20.1
181.2
143.9

消費項目

格付け部門

座席費用
観戦費
公共交通機関・有料道路
交通費
駐車料金
ガソリン代
飲食費
娯楽
周遊費
買い物
その他
宿泊費
グッズ費
合計

対個人サービス
対個人サービス
運輸・郵便
不動産
石油・石炭製品
対個人サービス
対個人サービス
商業
分類不明
対個人サービス
商業

単価（円）
最終需要（百万円）
100回大会 101回大会 100回大会 101回大会
400
400
111
105
955
1040
330
342
864
637
299
210
159
217
55
71
41
40
14
13
1560
1940
540
638
7
17
2
6
156
398
54
131
76
169
26
56
174
552
60
182
642
117
222
38
5034
5527
1713
1792

表 8
第 99 回

観客数

直接効果

一次波及効果

二次波及効果

合計（波及効果）

844,200 人

16,041 百万円

10,266 百万円

8,341 百万円

34,648 百万円

346,000 人

1,704 百万円

437 百万円

374 百万円

2,515 百万円

329,000 人

1,782 百万円

454 百万円

379 百万円

2,615 百万円

全国大会
第 100 回
神奈川大会
第 101 回
神奈川大会

5.

意識調査と今後の展望
高校野球の魅力としてひたむきなプレーが35%、
ドラマチックな展開が 22%、平均来場数は前者が
4.7 回、後者が 5.1 回という結果になった。
各大会で初めて球場で観戦した人の割合は横浜
市内よりも市外・県外からが大部分を占めていた。
神奈川大会は当日券しか扱っておらず、チケッ
ト購入列が長蛇になる傾向がある。また、第 102
回大会は東京オリンピックと重なり、決勝戦は横
浜スタジアムが使用できない。海外からの来場も
期待できるためプレイガイドや前売り券の販売を
することで混乱の減少・観客の増加が可能である。
6.

まとめ
本研究では、高校野球神奈川大会の経済効果を
測定した。来場者・学校関係者に限った測定であ
り、遠方からの来場者を除いたため、低く効果が
見積もられていることは否めない。
しかし、観光客が多い横浜市に与える経済効果
を算出したことは、高校野球の現状を知る助けと

6
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なったのではないか。今後の高校野球の発展に役
立つことを望む。

参考文献
・八尋和郎 外井哲志 梶田佳孝(2011) 「プロ野球
観戦者がもたらす関連産業への来客と 経済効
果の研究 福岡ソフトバンクホークス を事例と
して」
・宮本勝治(2010）「ガンバ大阪の経済波及効果」
・宮本勝治(2018) 「2017 年夏の第 99 回全国高
等学校野球選手権大会の経済効果」
・公益財団法人日本高等学校野球連盟
http://www.jhbf.or.jp/data/statistical/i
ndex_koushiki.html
・一般財団法人 神奈川県高等学校野球連盟
http://www.kanagawa-hbf.sakura.ne.jp/
・神奈川高校野球ステーション
http://www.kanagawa-baseball.com/

横浜市の民泊施設が横浜市にもたらす経済波及効果 
                       大山純平
                             指導教員 居城琢 教授

 はじめに
 「民泊」についての法令上の明確な定義はないが、住宅（戸建住宅やマンションなどの共
同住宅等）の全部又は一部を活用し、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、
「民
泊」と一般的には言う。ここ数年、インターネットを通じて、空き室を短期で貸したい人と
宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に
増加している。我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの
対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観
点から、民泊期待が高まってきている。
 今回は、このシェアリングエコノミーの一環である「民泊」に焦点を当てて、横浜市の民
泊施設が横浜市にもたらす経済波及効果の推計を行っていく。経済波及効果の算出には、平
成  年度横浜市産業連関表を用いた。先行研究では、新しい分野でもあることから、研究
方法は公開されているが、具体的数量を用いた定量分析が行われていないことから、ここの
先駆けになればと思う。

 研究方法
（） 独自に行ったアンケート結果より消費単価の推計と需要増加額の推計
（） 平成  年度横浜市産業連関表を利用して、横浜市への経済波及効果の推計
（） アンケートを基にした定性分析
（） 結論

表  アンケート概要

調査期間

f

 ヶ月 

調査対象

横浜市中区の  施設。事業者と宿泊者。 

調査部数

事業者  名。宿泊者  名。

調査内容

宿泊者・・・顧客属性（国籍、性別、年齢など）
、利用額と内訳、目的、今後
の予定など。
事業者・・・事業者属性（性別、年齢、レビュー数など）、宿泊費・その他諸
経費、初期手続きなど。


  つの制度（住宅宿泊事業法、旅館業法、国家戦略特区法）
 民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止
に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかか
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わらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が嘆かれている。
これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成 
年  月に住宅宿泊事業法（平成  年法律第  号）が成立。
平成  年  月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、

旅館業法（昭和  年法律第  号）の許可を得る
国家戦略特区法（平成  年法律第  号）
（特区民泊）の認定を得る
住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することが必要になった。
表   つの制度
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 経済波及効果の推計
ある産業に新たな需要が生じたとき行われる生産は、需要が生じた産業だけでなく、原材
料等の取引を通じて関連する他の産業にも波及していく。また、これらの生産活動の結果生
じる雇用者所得は、消費支出として新たな需要を生み出し、さらに生産を誘発する。これが、
経済波及効果である。産業連関表は、産業相互間及び産業・最終消費者間の取引を一覧表に
まとめたもので、その表から導き出される係数を用いて、経済波及効果を分析することこｔ
ができるツールである。今回は、平成  年度横浜市産魚連関表を用いている。
表  経済波及効果イメージ







 消費単価の推定と年間需要増加額の推計
＜前提条件＞ 
①

横浜市民泊施設数： （住宅 、簡易宿所 ）

②

年間稼働日数平均：住宅  日、簡易宿所  日 

③

宿泊率：住宅 、簡易宿所 

➃  宿泊人数平均： 人

① に関しては、 年  月時に $LUEQE 掲載数、内訳より算出。
② ～➃に関しては、宿泊事業者へのヒアリングより算出。
需要増加額の対象項目は、宿泊費、交通費、飲食費、その他（土産、買い物代）とした。
表    人当たり市内消費額

宿泊費

 円（仲介手数料除く）

交通費

 円


 民泊ポータルサイト 民泊の基礎知識



 KWWSVZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI$LUEQE：日本の現状
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飲食費

 円

その他
（土産、買い物代）
  
  円
表  年間民泊宿泊人数

民泊施設数

住宅： 簡易宿所：  

年間稼働日数×満員率   住宅： 日 簡易宿所： 日
宿泊人数平均

 人 

宿泊人数合計

 人 

表  県内消費額

宿泊費

 円 

飲食費

 円 

交通費

 円 

その他（土産代、買い物代）  

 円

需要増加額

 円 

以上より、需要増加額は、 億  万円となった。

 直接効果の推計
直接効果の導出 
 直接効果＝需要増加額×市自給率  
    ＝6386,416×0.531567073
＝（百万） 
直接効果は、 億  万円となった。

   次波及効果の推計
 次波及効果の導出 
 次波及効果＝逆行列係数×直接効果 
        ＝（百万） 
 次波及効果は、 億  万円となった。

   次波及効果の推計
雇用者所得率の導出 
雇用者所得率＝（雇用者所得＋営業余剰）÷生産額 

雇用者所得増加額の導出 
雇用者所得増加額＝第  次波及効果×雇用者所得率 
               ＝（百万） 
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消費転換率の導出 
横浜市産業連関表掲載の  を用いる。 

消費増加額の導出 
消費増加額＝雇用者所得額×消費転換率 
          ＝（百万） 

民間消費支出構成比の導出
民間消費支出構成比＝部門別民間消費支出額÷総民間消費支出額 
              ＝ 
部門別消費誘発額の導出 
消費増加額×民間消費支出構成比＝1059.207593×1 
＝（百万円） 

横浜市消費誘発額の導出 
消費誘発額×市自給率＝（百万） 

 次波及効果の導出 
 次波及効果＝逆行列係数×消費誘発額 
            ＝（百万） 
 次波及効果は、 億  万円となった。

 経済波及効果の推計
１次波及効果と２次波及効果の合計が経済波及効果（生産誘発額）となる。以上より、横
浜市の民泊施設がもたらす市内への影響は、年間需要増加額  億  万円が発生した
場合、その経済波及効果は一次波及効果、二次波及効果の合計で  億  万円となり、
直接効果  億  万円の 約  倍の経済効果が生まれると推計される。 

経済効果の導出 
経済効果＝直接効果＋一次波及効果＋二次波及効果＝（百万） 
経済効果は、 億  万円となった。 

経済波及効果の導出 
経済波及効果＝一次波及効果＋二次波及効果 
            ＝（百万） 
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経済波及効果は、 億  万円となった。

 定性分析
 アンケート結果から、顧客属性、利用目的など数字だけではない部分も把握できた。 
宿泊者比率に関しては、 割以上が訪日外国人観光客であった。その中でも、アジア・ヨー
ロッパからの観光客が群を抜いて多いことも判明した。アジア人に関しては、安価な宿泊費
と地理的な距離の近さから、学生が占める割合が多かった。ヨーロッパ人に関しては、～
 代まで幅広い年齢層が見られ、料金面かつ異文化へのふれあいをより重視していた。全
地域の方に共通して言えるのは、やはり安価な宿泊費に加えて、異文化交流も同時にできる
点がホテルと違い、民泊の魅力に感じているようだ。 
また、休暇・レジャーが  割以上の滞在理由で、他に関しては、仕事関係、短期留学で
 割未満を占める形となった。さらに、ホストの属性やレビュー、星評価によって、顧客属
性が変わってくるのも明らかだった。例えば、ホストが女性もしくはホスト歴が長い方、レ
ビュー数が多い方の場合は、女性比率も大きく、～ 代まで老若男女が利用することも
調査から分かった。一方で、男性ホスト、初めて数か月のホストに関しては、男性客が過半
数を占めていることもヒアリング調査より分かった。これらのことから、ホスト属性は、顧
客属性にも影響を与え、顧客数を伸ばすためには、何よりもホストの社会的信頼が大事にな
ってくることが分かった。この点は、ホテル・旅館との差異だと思うので、&WR& ならでは
の面白さだった。
今回の調査で、 番想定外だった点としては、 人当たり交通費がとても高くなっている
ところである。この理由は、住所の分かりにくさ、終電時間のミス等によるタクシー利用が
原因で、割合としては顧客の約  割を占めた。住宅街の隅にあったりと仕方がない部分は
あるが、お迎えシステムを導入したり、終電時間、アクセス面での注意点を事前に報告して
おくなどするとより快適な日本での観光が楽しめると感じた。

 結論
 横浜市の民泊施設がもたらす横浜市への経済波及効果は、約  億円だということが分
かった。大阪府和泉市への大型ホテル誘致による大阪市への経済波及効果が初年度約  億
円、ここと類似した数字となった。こちらは、建設費等を含まない  年目以降が経済効果
 億円と半分近くまで落ちていることから、準都会の大型ホテル ～ 施設分に及ぶ経
済効果を横浜市だけで生み出していることが分かる。
 今回は、前提条件として、横浜市民泊施設数を  とさせてもらったが（ 年  月
$LUEQE 掲載件数前後  週間平均）
、現在、施設数もオリンピックに向けて、横浜市だけで
 以上になるとの予想もされている。さらに民泊は泊まりだけではなく、犬の散歩や日
本食作り体験など文化をオプション機能として交えた次世代ホテルになっていきつつあり、
今後のさらなる経済効果が見込めるといえる。実際、外国人消費動向も考慮したうえで、
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 年にはこの経済効果が約  億円程に達すると考えられる。
 また、家が「プライベートな場」から「社交の場」へと世界では進化をしてきていて、か
つビジネスの一環としても扱われつつあるので、
「住」に対する日本人の意識変化も見どこ
ろである。オーストラリアでは、男性は  歳で新築を購入し、部屋の  室を貸し出し用と
し、ローン返済に企てることが普通になっていたりする。 年の東京オリンピック開催
でインバウンド増加がより見込める中で、民泊含むシェアリングがいかに効率よく日本経
済を盛り上げてくれるか。

参考文献
>@KWWSZZZPOLWJRMSNDQNRFKRPLQSDNXRYHUYLHZPLQSDNXODZKWPO 
民泊制度ポータルサイト 
>@「 年度シェアリング・エコノミー等新分野の経済活動 の計測に関する調査研究」 
報告書   年７月 内閣府経済社会総合研究所 
>@KWWSVZZZFLW\IXQDEDVKLOJMSVKLVHLNHLNDNXSBGILONLVRW\RXVDKRXNRN
XV\RSGI 「船橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」基礎調査報告書（２）千葉ジェッ
ツ  経済効果
>@KWWSVZZZPOLWJRMSFRPPRQSGI$LUEQE：日本の現状 
>@KWWSZZZSUHIRND\DPDMSXSORDGHGOLIHBBPLVFSGI 経済波及効
果の計算方法 
>@産業連関表総合解説編（平成  年  月総務省編）  年総務省 
>@「経済効果入門」 日本評論社 小長谷一之 前川知史 
>@KWWSZZZVDNDLXSLRUMSSURGXFWVUHVDUFK++BL]XPLKRWHOSGI 和泉市
におけるホテル誘致の経済波及効果 平成  年  月
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神奈川東部方面線開通に伴う IT 関連サービス企業の誘致・発展による旭区への経済効果
横浜国立大学 経済学部 国際経済学科 岡部 亮太
指導教員 居城 琢 教授
はじめに
今回 2019 年 11 月に開通した神奈川東部方面線(相

クセスが良く都心にアクセスしやすい地域である③

鉄新横浜線)を研究対象とし、IT 関連サービス産業の

地域にブランドイメージがある、④ヒトや情報が集

立地条件に関する先行研究データを見つけ、その内

積しやすく優秀な人材を集めやすい場所である⑤同

容から横浜市旭区の沿線地域が当てはまるのではと

業者・営業先となりうる企業が集積している地域で

今回の研究テーマに至った。そこで今回の研究内容

ある、⑥自然環境が豊かで、住宅地が近隣に存在す

では鉄道開通の２つの事例の分析と旭区の産業連関

る、として取り上げた。

表の産業連関表を作成し、それを活用した経済波及

２,神奈川東部方面線・横浜市旭区の現状と特徴

効果の算出により、IT 関連サービス産業と鉄道開通

神奈川東部方面線は、2019 年度 11 月に羽沢横浜国

による関係性を調べ、横浜市・旭区の地域発展の上

大駅～西谷駅間の相鉄・JR 直通線が、2022 年下期に

で有意義な結果を得ることを目的とする。

日吉～西谷間の相鉄・東急新横浜線の開通が予定さ

1、IT 関連サービス産業の現状と特徴

れ、東京都心部と横浜市旭区を含んだ神奈川県央部

今回の研究対象としては、日本標準産業分類中分
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条件を①オフィス賃料が安い地域である、②交通ア

が直接結ばれることでアクセスの向上が期待され

類項目で分けられた産業のうち、情報サービス業・

る。また横浜市旭区は市内西部に位置し、活発な産

インターネット附随サービス業を対象とし、分析を

業としては卸売・小売業、建設業、医療・福祉業が

進めていく。これら 2 つの産業に当てはまる業種は

挙げられ、事業所数・従業者数ともに全体の約半分

以下のとおりである。

を占めている。一方区内の IT 関連サービス産業につ

●情報サービス業

いては、2 産業とも近年においては事業所数・従業者

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業など

数ともに増加傾向にある。しかし、全産業従業者数

●インターネット附随サービス業

に占める IT 関連サービス業従業者数の割合で見る

ウェブ情報検索サービス、インターネット・ショッ

と,2016 年時点で情報サービス業は 0.15％、インター

ピングサイト運営、など

ネット附随サービス業は 0.022%と横浜市全体の同 2

これら 2 つの産業は IT 関連サービス業と呼ばれ、特

産業の平均割合である 3.91%と 0.1%をかなり下回っ

徴として他の産業と比べ生産性が高く、近年従業者

ており、このことから旭区において IT 関連サービス

数が増加していることが挙げられる。要因としては

業産業は発展段階にあり、現状では旭区に与えてい

製造業等に比べ中間投入としての加工・組立や物流

る経済的影響は小さいものであると考えられる。

等のコストが抑えられ、利益を投資に投入しやすい

図 1 旭区内情報サービス業・インターネット附随

ことが考えられ、全産業中で特に成長が見込まれる

サービス業事業所・従業員数の推移

産業である。今回の研究では、中里(2008)・NIRA 総

情報サービス業

2006 年

2009 年

2012 年

2014 年

2016 年

合研究開発機構(2016)・鎌倉市政策創造担当(2013)

事業所数(カ所)

８

34

30

32

27

の 3 つの先行研究より、IT 関連サービス企業の立地

従業員数(人)

53

111

112

100

88

も適している、という仮説を立てた。根拠として
インターネット

2006 年

2009 年

2012 年

2014 年

2016 年

は、前述した IT 関連サービス業企業の 6 つの立地条
件について旭区の特徴を先行研究における各項目と

附随サービス業
事業所数(カ所)

0

５

５

７

９

照らし合わせ、以下のように推察した。

従業員数(人)

０

７

７

９

13

①オフィス賃料が安い地域である

(データは各年度の経済センサス基礎調査・活動調査(経済産業省)より引用)

旭区と相鉄本線沿線や東部方面線の直通路線沿線地

区内の事業所の常用雇用者規模でいうと IT 関連サー

域について、オフィス賃料のデータがないため各沿

ビス業両産業共に 0～4 人規模の小規模事業所が中心
となっており、情報サービス企業には 5～19 人程度
の中規模企業もいくつか存在している。また総務省
統計局が提供している地理情報システム（ＧＩＳ）
を使用し、2014 年度経済センサス基礎調査の結果を
基にした旭区内の IT 関連サービス産業を含む情報通
信業の従業者数の分布状況を以下に示した。地図中
にある二俣川駅を中心として囲った線は、駅より徒
歩 15 分圏内で到達できる範囲を示したものである。
図 2 旭区内の情報通信企業の従業者数分布状況
(2014 年度 単位 人)

線自治体 2019 年度の公示地価・基準地価にて比較し
たところ、旭区は他沿線地域に比べ安価である。
②交通アクセスが良い場所であること
東部方面線開通後は東京都心部や神奈川県内の各主
要駅へのアクセスも大幅に短縮される。東京都心部
の地下鉄との直通運転の可能性もあることから、交
通アクセスも優位性を持つことが考えられる。
③地域にブランドイメージがあること
この点に関しては優位性を持っているとは考え難い
が、他地域にブランドイメージが大きく劣ることは
ないと考察される。
④ヒトや情報が集積しやすく優秀な人材を集めやす
い場所である
産学連携や人材の確保先となりうる理系学部・情報
系の学部を擁する横浜国立大学・慶應義塾大学・東
京工業大学をはじめとした学術研究機関とのアクセ
スが向上し交流が活発化されることが考えられ、ヒ
ト・情報の集積についても改善が予想される。
⑤同業者・営業先となりうる企業が集積している地
域である
IT 関連サービス企業が集積する横浜駅・みなとみら

(2014 年度経済センサス基礎調査のデータを基に総務省統計局の地理情報シ

い地域に加え、東部方面線の開通により新横浜地

ステム（ＧＩＳ）を使用し作成)

域・川崎市中原区地域、渋谷区港区地域といった集

分布地図を見ると相鉄線沿線にの従業者数が集中

積地ともアクセスが短縮されるため、同業者同士の

し、区内北部・南部にも分布していることがわか
る。ただ二俣川駅から徒歩 15 分圏内の地域よりその
外側や他の 3 駅の周辺にも従業者が集中しており、
旭区内で中心駅となる二俣川駅周辺に集中している
わけではないことが窺える。
3．旭区における IT 関連サービス業への優位性
今回神奈川東部方面線と旭区の関係性や特徴に注目
したところ、東部方面線の開通にあたり旭区が IT 関
連サービス業への地理的な優位性を持ち、これらの
産業の特徴から、旭区内への IT 関連サービス業企業
の誘致・発展に特に注力することが他産業に比べ最

交流が活発化され、旭区にもその影響が及び集積効
果が生まれることが考えられる。
⑥自然環境が豊かで、住宅地が近隣に存在する
もともと住宅地として区画整理された区域が多いた
め沿線では職住接近の実現性も高い。
以上の推察より、前述した仮説を掲げた。今回この
仮説を立証するにあたって旭区の産業連関表作成に
よる旭区における IT 関連サービス業の経済波及効果
の優位性の分析、近年での鉄道開通事例 2 例の分析
と、そこから予想される IT 関連サービス業企業への
開通効果とそれによる旭区への経済波及効果を割り
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出し、分析を進めていく。

旭区に与える経済波及効果は他産業と比較してイン

4、旭区産業連関表作成による IT 関連サービス業の経

ターネット附随サービス産業は 138.87 百万円と上位

済波及効果の優位性分析

4 番目に、情報サービス業は 126.02 百万円と上位 21

地域への経済波及効果の高さという点で仮説の優先

番目に波及効果が大きいとの結果となり、地域に与

的に IT 関連サービス業を誘致すべきと考えられる

える経済波及効果の大きさから考えれば、仮説にて

かどうかを分析していく。分析を行うために白岩

挙げた旭区内への IT 関連サービス業企業の誘致・発

(2019)と居城・鞍本(2017)の先行研究での地域産業

展に特に注力することが他産業に比べ最も適してい

連関表の作成方法を参考とし旭区の 108 部門(統合

る、という点に関しては、インターネット附随サー

中分類)の産業連関表を作成した。今回は先行研究

ビス業はほぼ正しいと述べることができ、また情報

と同様に最新版である横浜市経済局が作成した平成

サービス業については上記の結果より、最も適して

23 年度の横浜市産業連関表を基本として作成を行

いるという段階までは言及することができないが優

う。産業連関表の作成には域内での各産業の生産額

先して誘致・発展を行うべき産業であるとは述べる

のデータが必要となるが、横浜市、旭区共に中分類

ことができる。また IT 関連サービス両産業が他の産

まで細分化された生産額データは存在しない。そこ

業部門に与える経済波及効果を見ると、両産業共に

で今回はこちらも先行研究と同様に、横浜市全体と

その他の対事業所サービス、不動産仲介及び賃貸、

旭区の域内生産額は各従業者数に比例すると仮定を

商業といった産業部門に高い波及効果を与えてい

行う。横浜市・旭区内の各産業の生産額を推測する

る。実際不動産・商業に関しては旭区内で従業者

ために平成 24 年度の経済センサス活動調査の従業

数、事業所数で比較的全産業に占める割合が高い産

者数のデータを基に各産業の生産額を推測し作成を

業であることから、これらの産業を取引先とした IT

行った。こうして作成した旭区の産業連関表を基に

関連サービス企業を誘致・発展させることでより大

作成した旭区の投入係数表 A、移輸入係数行列

きな波及効果が生まれることが予想される。

M、逆行列係数表(開放型){𝐼𝐼 − (𝐼𝐼 − 𝑀𝑀)𝐴𝐴} を用い、

5、先行開通事例 2 例による仮説についての分析

情報サービス業、インターネット附随サービス業を

今度は仮説の「神奈川東部方面線の開通にあたり旭

含めた中分類各 108 部門の産業について、それぞれ

区が IT 関連サービス業への立地条件といった地理的

の産業に 100 百万円(１億円)の区内生産額の増加が

な優位性を持つ」という点について近年における鉄

起こったと仮定した場合の旭区内への直接効果・ま

道開通事例から、IT 関連サービス業企業への開通に

た一次効果・二次効果までの経済波及効果を、横浜

よる誘致・発展効果とその特徴を分析し、それによ

市経済局経済企画課が公開している平成 23 年横浜

る旭区への経済波及効果の予測を行っていく。

市産業連関表経済波及効果分析ツールでの算出方法

今回分析対象として、相鉄・JR 直通線の先行事例と

を参考として求め比較した。

しては 2008 年の副都心線開通によって、更なる都心

図 3 100 百万円区内生産額が増加した場合の各 108

部とのアクセス向上効果が生まれた路線の事例であ

部門の産業の経済効果額比較表

る東武東上線の例と、相鉄・東急直通線の先行事例

−1

順位

産業名

経済効果額(百万円)

1

非鉄金属製錬・精製

151.66

結ばれたことのない郊外地域のアクセスを短縮した

2

自家輸送

145.43

路線であるつくばエクスプレスを選んだ。沿線自治

3

分類不明

144.88

体のうち、自治体内に両路線以外で東京都心部と結

4

インターネット附随サービス

138.87

ばれている鉄道が存在していない、東上線では和光

5

セメント・セメント製品

138.68

市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・ふじみ野
市を、つくばエクスプレスでは八潮市・三郷市・流

：
21

情報サービス

126.02

山市・守谷市・つくばみらい市・つくば市を対象自

100.0

に関するデータの推移を分析した。

：
108

148

として 2005 年の開通により今まで直接東京都心部と

航空輸送

治体として各自治体の開通前後の IT 関連サービス業

図 4 東上線沿線自治体における情報サービス業従業者数推移(単位

まず副都心線開通後の東上線沿線自治体で、情報サ

人)

ービス産業に継続的な成長がみられた富士見市の特
徴としては、①他地域に比べ市内の平均地価が安
い、②開通以前の情報サービス従業者数は 40 人以
下、また従業者割合は 0.2％以下と少なかった、②市
内駅数としては対象地域で最多の、急行停車駅を含
んだ 3 カ所の駅が存在している、③開通後急行停車
駅の徒歩 15 分圏内ではなくその圏外、または急行通
過駅の周辺で従業者数が成長した、ことが挙げられ
る。一方開通後情報サービス業の縮小が起こった朝
図 5 東上線沿線自治体のインターネット附随サービス業従業者数推移(単位人)

規模企業が開通後市内から撤退した、②市内全従業

2012(開通4年後)

者数も、情報サービス業従業者数も他の対象自治体
より多かった、③急行停車駅である市の中心駅の徒
歩 15 分圏内から従業者が減少している、ことが共通
としてあげられる。また対象自治体全体で開通以後

4

6

6
6

7

9

9

10
10

2009年(開通1年後)

10

2006年(開通2年前)

小規模事業所数の増加がみられた。インターネット

3
3

附随サービス産業については立教大学のキャンパス

0
0
0

0

1
0

霞市・新座市では、①常用雇用者数が 30 人以上の大

が存在する新座市、志木市では他地域に比べて高い
効果が出たが、それでも人数は 10 人以下にとどまっ
ている。つくばエクスプレス沿線で情報サービス業
図 6 つくばエクスプレス沿線自治体の情報サービス業従業者数推移(単位

人)

の継続的成長がみられた流山市、つくば市の特徴と
しては①市内に快速停車駅を含んだ 3 カ所以上の駅
が存在している、②市内、またはその周辺に大規模
理系大学や研究機関が存在している、③30 人以上の
大規模企業の誘致にも成功している、④長期的に見
ると快速停車駅の駅徒歩 15 分圏外、または快速通過
駅の停車駅の周辺に従業者数が集中した、といった
点になる。つくばエクスプレス沿線で情報サービス
業の継続的成長がなかった地域の特徴としては、①
市内に快速停車・通過に関わらず 1 カ所しかつくば

図 7 同沿線自治体のインターネット附随サービス業従業者数推移(単位

人)

エクスプレスの駅が存在しない、②三郷市・八潮市
は都心とのアクセスは 20 分前後で他地域より近い、
③30 人規模の大規模企業が開通後市内から撤退して
いる。④開通から時間が経過すると駅徒歩 15 分圏内
の地域からは情報サービス業の従業者がほとんど減
少し、いなくなっているという点が挙げられる。ま
たつくば市を除いた対象自治体全体共通で、小規模
事業所数が開通直後は増加傾向にあるが、開通から
年数が経つとそれらが減少してしまっていることが
見受けられた。インターネット附随サービス産業に

(各年度の経済センサス活動・基礎調査、事業所・企業統計調査のデータを参照し作成)

ついては、活発な産学連携が行われているつくば市
149

を除けば継続して成長した自治体は流山市となり、

これらの数値を用い、2022 年度・2033 年度それぞれ

こちらの特徴も情報サービス業で挙げた特徴と同じ

の鉄道開通による IT 関連サービス業の誘致・発展効

になるが、こちらもやはり開通以後も従業者数が 10

果での旭区への年間経済波及効果は以下のようにな

人以下ということになる。

った。

5、先行開通事例 2 例を踏まえた旭区への経済波及効

図 10.2022 年度における相鉄・JR 直通線開通による各誘致発展効果パ

果シミュレーションと改善策提言

ターンの旭区への年間経済波及効果予測額(単位百万円)

ここまでの内容を踏まえて、東部方面線が開通した

開業後の誘

開業後の誘致発展

開業後の誘致

際の IT 関連サービス企業の誘致・発展による旭区へ

致・発展が

が標準程度であっ

発展効果が乏

の経済波及効果シミュレーションを行っていく。今

著しい場合

た場合

しい場合

回は IT 関連サービス企業の経済波及効果の予測を行

情報サービス業

っている先行事例である鎌倉市政策創造担当(2013)

インターネット附随

の算出方法を基とし、先行事例で出た開通以後の各

サービス業

3371.13

-1187.92

777.9

-35.35

-459.67

地域の鉄道開通後の全従業者数に占める IT 関連サー

図 11 2033 年度における相鉄・東急直通線開通による各誘致発展効

ビス各産業の従業者数の割合を予測に用いた。年間

果パターンの旭区への年間経済波及効果予測数値(単位百万円)

経済波及効果の推測を行う年度として、相鉄・JR 直

開業後の誘

開業後の誘致発展

開業後の誘致

通線開通効果の推測は 2022 年度、相鉄・東急直通線

致・発展が

が標準程度であっ

発展効果が乏

開通の予測は 2033 年度のものとして各年度の一年間

著しい場合

た場合

しい場合

の経済効果の推測を行う。

情報サービス業

図 8 2022 年度の相鉄・JR 直通線の効果に用いる割合数値(単位 ％)

インターネット附随

開業が起こらな

開業後の誘致・発

開業後の誘致発展が

開業後の誘致発展効果が

かった場合の従

展が著しい場合

標準程度であった場

乏しい場合

業者割合

31046.61

7801.79

-1958.46

565.75

-176.8

-459.67

サービス業

また、ここまでの分析より、旭区でこれらの値をよ
り大きくしていくためには、①旭区への経済波及効

合

情報

0.152(旭区

0.609(沿線最高

0.334(東上線沿線

0.089(沿線最低値のふ

果の大きい対事業所サービス、不動産仲介及び賃

サービス

2016 年度数値)

値の朝霞市副都心

分析対象地域の副都

じみ野市副都心線

貸、商業といった産業部門を取引先とした IT 関連サ

線開通 4 年後の数

心線開通 4 年後の平

開通 4 年後の数値)

ービス企業の誘致②少人数規模事業所の積極的な支

値)

均数値)

業

援③二俣川駅徒歩圏外の地域・鶴ヶ峰駅・希望が丘

インター

0.022(旭区

0.061(沿線最高

0.02(東上線沿線分

0(沿線最低値のふじみ

駅・南万騎が原駅周辺地域のオフィス環境の整備④

ネット附

2016 年度

値の志木市副都心

析対象地域の副都心

野市副都心線

駅徒歩圏外地域とのアクセス改善⑤大学発ベンチャ

随サービ

数値)

線開通 4 年後の数

線開通 4 年後の平均

開通 4 年後の数値)

ー企業の積極的な支援といった改善が必要になると

値)

数値)

ス業

考えられる。

図 9.2033 年度の相鉄・JR 直通線の効果に用いる割合数値(単位 ％)
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横浜国立大学大学祭の経済効果
1621040 財津俊貴 1622103 村田 淳
指導教員 居城 琢

1. はじめに

実施機関：2019 年 11 月 4 日､22 日
アンケート項目：団体名、売り上げ、機材費、

大学祭は 100 年以上の歴史をもつにも関
わらず、あまり注目されてこなかった。学祭と

打ち上げ単価、打ち上げ参加人数

関わりが深い我々は大学祭の研究に興味を

3.2 アンケート結果

持ち、経済波及効果を算出することにした。

アンケートの結果は以下通りである。

本稿の目的は大学祭の経済規模を明らか

表１ 来場者の男女・年齢比

にし、その結果を今後の大学祭の運営に役
立てることである。
2. 先行研究
先行研 究（ 『 岸和田 「岸 和田だ んじ り祭

性＼年

0

10

20

30

40

50

60

60~

合計

男

18

75

98

13

6

13

8

0

231(62%)

女

5

53

53

4

12

11

1

1

140(38%)

合計

23

128

151

17

18

24

9

1

371

4. 直接効果の項目

2013」の 経済波及効果』）にのっとり算出し

常盤祭 2019 の直接効果は消費支出を主

ていく。算出の行程は以下の５段階。①常盤

体別に 4 個（①来場者の消費支出②参加団

祭期間中にアンケートを実施。②アンケート

体の消費支出③常盤祭実行委員会議の消

から得られたデータをもとに、消費支出を主

費支出④常盤祭の運営による消費支出）、

体別、消費項目別に分類③そこから直接効

消費項目別に 7 個（①飲食費②交通費③常

果を算出④消費項目の中で横浜市内の消

盤祭運営の消費支出④機材費⑤入館料⑥

費支出だけを抜き出し市内需要額を推計⑤

物販⑦大学祭実行委員ジャンパー代）から

経済波及効果推計シートによって直接効

推計する。

果・波及効果を同時に算出する。

4.1 主体別消費支出の項目

3. アンケート

常盤祭 2019 の消費支出は以下の 4 つの

我々はデータを集めるべく以下のようにア

主体別の項目から推計する。①来場者の消

ンケートを実施した。①常盤祭期間中、来場

費支出、②参加団体の消費支出、③実行委

者に直接アンケートを取る。②常盤祭最終

員の消費支出、④運営の消費支出

日に直接、常盤祭終了後日に web で参加団

4.1.1 来場者の消費支出

体にアンケートを取る。

先行研 究（『 岸和田 「岸 和田だ んじ り祭

3.1 アンケート内容

2013」の 経済波及効果』）では、来場者の

①来場者アンケート：有効回答数 371

消費支出を、来場者の食事代、交通費、土

実施期間：2019 年 11 月 2〜4 日

産代、入館料、宿泊料の合計としている。今

アンケート項目：性別、年代、分類、最寄り

回の研究の上記 5 つの費用の扱いは以下

駅、交通手段、交通費

の通りである。①食事代：飲食団体の売り上

②参加団体アンケート：有効回答数 49

げの合計②交通費：来場者の交通費③土
1

151

産代：物販をメインとした団体の売り上げ。④

また横浜市での消費支出を考える。市内

入館料：参加費を取る団体の売り上げの合

に落ちた交通費を算出する為に市外の交通

計⑤宿泊料：宿泊する来場者はいなかった

費を除外する必要がある。アンケートで取れ

ため宿泊代は 0。以上より本研究では来場

たデータから、出発地、交通手段をもとに分

者の消費支出を来場者の食事代、交通費、

類して算出した。

土産代、入館料の合計とする。また、来場者

＊飛行機の場合は羽田空港からの以下の

数は前述の通り 18,700 人である。

ルートと仮定し、横浜市最初の駅の京急鶴

①食事代

見から岡沢町間の片道 419 円とする。
【羽田空港→横浜駅→岡沢町（バス）】

本研究では常盤 2019 における来場者の
食事代を飲食団体の売り上げの合計とする。

＊新幹線以外の電車は横浜市内の駅から

常盤祭 2019 で飲食を出来る場所は、ⅰ大

計算する。例えば、東京駅からの来場者は

学のメインストリートや野外音楽堂にある出

以下のルートと仮定し、横浜市最初の駅の

店、ⅱ学部棟の教室に出店している店の 2

横浜駅から岡沢町間の片道 220 円とする。

通りであり、本研究ではⅰとⅱを区別するの

【東京→横浜→岡沢町（バス）】

が妥当だと考えた。常盤祭 2019 来場者の食

・海老名駅からの来場者は以下のルートと仮

事代の合計は以下の表のようには 1,364 万

定し、横浜市最初の駅の二俣川駅から和田

円となる。

町駅間の片道 178 円とする。【海老名→二
俣川→和田町】

表２ 飲食団体売り上げ
項目

出店団体数 売り上げの平均 売り上げの合計

飲食（テント）
飲食（室内）













合計

＊ 新幹線の場合は距離法を用いる。
距離法



来場者の出発点→横浜市内の境界線→横

②交通費

浜市内の到着駅→横浜国立大学…①とす

交通費は新幹線を使う人、車を使う人、電

ると

車またはバスを使う人、徒歩や自転車など

交通費＝①＋（記載の交通費－①）×

交通費がかからない人で大きく金額が異な

横浜市に入る境界→横浜市内の到着駅までの距離

るため区別する。371 人を対象としたアンケ

来場者の出発地→横浜市内の到着駅までの距離

ートで結果は以下の表である。※車のガソリ

例：滋賀から来た客の交通費 26,000 円

ン代は正確性に欠けるため、本研究では 0

滋賀県⇒新横浜駅 410 キロ

と仮定した。

泉区(横浜市左 端)⇒新横浜 20 キロ

表から分かるように交通費の消費支出は

⇒20/410⇒0.05

1,756 万円である。

新横浜⇒三ッ沢上町の往復 242×2＝484

表３ 交通費（全体）
項目

アンケート割合
（％）

人数（人）

484＋(26,000―484)×0.05=1,760 円

往復平均金額
（円）

このような推計の結果が以下の表になるの

全体の交通費
推計（円）

4

0

31,000

6,250,135

18

0

0

0

電車、バス

193

1

1,162

11,307,905

徒歩

156

0

0

合計

371

1

新幹線、飛行機
車

で、横浜市内交通費は 553 万円である。

0
17,558,040

2
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４.１.2 参加団体の消費支出

表４ 交通費（横浜市内）
項目

アンケート割合
（％）

人数（人）

参加団体の消費支出は機材費、打ち上

横浜市内往復平均 全体の交通費
金額 （円）
推計（円）

新幹線

2

0

1,926

194,168

飛行機

2

0

838

84,478

18

0

0

0

電車、バス

193

1

540

5,249,508

徒歩

156

0

0

合計

371

1

車

0
5,528,154

げ費が考えられるまた本研究では売り上げ
などが大きく変わるため、参加団体をそれぞ
れの提供目的別に以下のような 9 ジャンル
に分けている。
表８ 団体のジャンル

③土産代
常盤祭 2019 の物販をメインとした団体の

団体数

売り上げの合計を土産代とする。土産代をま

町内会

4

展示

12

飲食（テント）

72

飲食（室内）

1
6

とめると以下のように 35 万円となる。これは
横浜市内の消費支出と考えられる。
表５ 土産代

1

販売

町内会

1

280,000

280,000

販売

4

16,500

66,000

ゲーム
大会参加費（ス
ポーツ・ゲー
ム）
パフォーマンス

346,000

チケット

項目

出店団体数

売り上げの平均

売り上げの合計

合計

2019 では脱出ゲームやロボットでの UFO

16
2

合計

④入館費

3
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①機材費

キャッチャーなどの参加料の合計を入館費

今回は大学祭で使われるお金を推計する

とする。常盤祭 2019 来場者の土産代はアン

という目的のもと、利益から算出される機材

ケート結果から 159 万円となる。これは横浜

費は含まないこととするため、機材費は利益

市内の消費支出と考えられる。

が出ていない団体のみを経済効果の対象と

表６ 入館費
項目

出店団体数

する。アンケートによると、テント団体の多く

売り上げの平均

やチケット販売の団体は利益が出ていたた

売り上げの合計

ゲーム

6

59,640

357,840

大会参加費

3

51,367

154,100

チケット

2

536,750

1,073,500

め⑴ダンスや楽器演奏などのパフォーマン
ス団体⑵写真部などの展示団体の 2 つを対
象とする。結果は以下のように総機材費は

1,585,440

合計

50 万円となる。これは横浜市内の消費支出
と考えられる。

①②③④より以下の表が求められる。よって
常盤祭 2019 来場者の消費支出の合計は

表９ 機材費

3,314 万円となる。

機材費平均
パフォーマンス団
体

表７ 来場者消費支出

展示団体

項目

合計

金額（円）

食事代

13,636,866

交通費

17,558,040

土産代

346,000

団体数

合計

33,906

14

2,500

12

474,684
30,000

26

504,684

②打ち上げ費
アンケートの結果、49 団体中 30 団体が最終

入館料

1,585,440

日から一週間以内に横浜市内で打ち上げを

合計

33,136,346

行い、普段より豪華な食事をとっていた。参
3
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考文献（『岸和田「岸和田だんじり祭 2013」

項目

の 経済波及効果』）でもこの消費支出を経

会議に出席する実行委員の
人数平均（人）
３回の会議で軽食に使う費
用平均（円）

済効果に含んでいたため、本研究も組み込
むことにする。打ち上げによる消費支出総額

会議の回数（回）
軽食による消費支出総額
(円)

は以下の表の通り 318 万円である。これは横
浜市内の消費支出と考えられる。

117

打ち上げ平均

44,830

打ち上げ割合

1

打ち上げ合計

3,183,832

①②から以下の表が得られる。よって常盤
祭 2019 参加団体の消費支出の合計は 369
万円となる。

項目
スタッフジャンパー費用
(円)

表１１ 参加団体の消費支出
項目
総機材費

金額
504,684

総打ち上げ費

3,183,832

合計

3,688,516

472
19
190,000

金額等
4,000

１年生の人数（人）

40

消費支出合計（円）

160,000

①②より常盤祭実行委員の消費支出は 35
万円である。
表１４ 常盤祭実行委員の消費支出

4.1.3 常盤祭実行委員の消費支出
先行研 究 （『 岸和田 「岸 和田だ んじ り祭
2013」の 経済波及効果』）では、地域住民
の消費支出を食に関する消費支出、だんじ
り参加者の衣装代としていた。常盤祭実行
委員に当てはめると、常盤祭実行委員会議
の軽食による消費支出と大学祭スタッフジャ
ンパー購入による消費支出となる。
① 常盤祭実行委員会議の軽食費
参考文 献 （『 岸和田 「岸 和田だ んじ り祭
2013」の 経済波及効果』）にて、祭の話し合
いを開く際の消費支出を経済効果に加えて
いたため、本研究では実行委員が 1 週間に
1 度開催する会議の軽食代を経済効果に組
み込むこととする。この会議に関する経済効
果推計のため男女 12 人にアンケートを取っ
た。アンケートの結果が以下の表の通り、19
万円である。また軽食の購買場所はすべて
大学付近だったため、横浜市内の消費支出
と考える。
表１２ 常盤祭実行委員会議の軽食代

常盤祭実行委員会議の軽食
による消費支出
大学祭スタッフジャンパー
購入による消費支出
合計

190,000
160,000
350,000

4.1.4 常盤祭の運営による消費支出
先行研 究（『 岸和田 「岸 和田だ んじ り祭
2013」の 経済波及効果』）に運営による消
費支出という項目があったので、本研究もそ
れにのっとる。常盤祭実行委員会 の決算
報告書から、常盤祭運営の消費支出を推計
する。（詳しい内訳に関しては実行委員会と
の兼ね合いにより載せていない。）消費支出
は以下のように求めた。
(総支出)-(①レンタル収入)-(②繰越金)
①は機材などを実行委員が団体に貸し出し
て得た収入から使用する支出であるが、これ
4
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65

②大学祭スタッフジャンパー代
常盤祭実行委員は常盤祭開催中、スタッ
フ用のジャンパーを着用しなければならない
ため、毎年 1 年生は 1 着 4,000 円のスタッフ
用のジャンパーを購入する。今年度の 1 年
生は 40 人いたので、大学祭スタッフジャンパ
ー購入による消費支出は 16 万円である。た
だし、このジャンパーの受注先の会社は東
京だったため、これは横浜市内の消費支出
ではない。
表１３ 大学祭スタッフジャンパー代

表１０ 打ち上げ費
参加団体数

数

は出店する団体の機材に関する消費支出と

（飲食費は来場者の食事代、打ち上げ費、

被ってしまうため、②は消費していないため

実行委員の軽食から成る。）

総支出から差し引いた。

5. 経済波及効果の推計
5.1 経済波及効果推計の計算方法

表１５ 常盤祭 2019 の運営の消費支出

ⅰ. 直接効果の計算
項目

金額

総支出

4,132,242

団体レンタル

1,021,759

定の地域において行われた、財・サービスの

500,000

流れ（経済循環）を産業相互間の取引関係

繰り越し金
消費支出

産業連関表とは、ある特定期間における、一

2,610,483

を表で表したものである。求めた消費支出は

表からわかる通り、常盤祭運営の消費支出

購入者価格であるため、流通段階で発生す

総額は 261 万円である。消費支出項目とし

るマージンについて考慮されていない。その

てはトラックなどであり、横浜市内で購入する

ため、運輸マージンと商業マージンをはぎ取

ものが多い。よってこれは横浜市内の消費

り、生産者価格へと変換後、自給率を乗じて

支出と仮定する。

直接効果を求める。これらの計算を H23 年

4.2 常盤祭 2019 消費支出の総計

度横浜市経済波及効果分析ツールによって

4.2.1 消費主体別の消費支出総計

行った。部門分類については総務省の平成

常盤祭 2019 の消費主体別の消費支出総計

23 年（2011 年）産業連関表（－総合解説編

は以下の表のように 3,979 万円となる

－）の第 3 部 産業連関表で用いる部門分
類表及び部門別概念・定義・範囲を参考に

表１６ 消費主体別の消費支出総計

分類した。

消費主体別支出 金額（万円）
来場者

3,314

参加団体

369

実行委員

35

ⅱ．1 次波及効果(直接効果含む)の計算
1 次波及効果とは直接効果の増加により、業
種の垣根を越えて生産が波及していく効果

運営

261

合計

3,979

の事を指している。横浜市産業連関表の逆

4.2.2 消費項目別の消費支出総計

行列係数×直接効果をすることで求められ

常盤祭 2019 の消費主体別の消費支出総

る。

計は表のように 3,979 万円となる。

「逆行列係数」とは、ある部門に対して新た

表１７ 消費項目別の消費支出総計

な最終需要が 1 単位発生した場合に、当該

消費項目別支出 金額（万円）

部門の生産のために必要とされる財・サービ

飲食

1,702

スの需要を通して、各部門の生産がどれだ

交通費

1,756

け発生するか、つまり、直接・間接の生産波

運営
機材費
エンタメ

261

及の大きさを示す係数である。

50

ⅲ． 2 次波及効果の計算

159

2 次波及効果とは、1 次波及効果の発生に

物販

35

ジャンパー

16

伴う所得の増加により増える消費需要の事

3,979

を指す。ここでは４ステップで求める。①1 次

合計

5
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消費項目別
消費支出

波及効果に雇用者所得率を乗じ、雇用者所

飲食

乗じて消費増加額を計算する。③産業連関

交通費

553

表の民間消費支出の構成比で配分する消

運営

261

1,701

機材費

50

入館費

と逆行列を乗じることで 2 次波及効果が計算

159

物販

35

できる。

合計

2,759

費誘発を求める。④この消費誘発に自給率

※雇用者所得率＝（雇用者所得＋営業余

5.8.2 経済波及効果の推計

剰）÷市生産額

次にこの需要増加額を横浜市が作成したシ

消費転換率は横浜市が公開している数値

ート（経済波及効果分析ツール）に入力し、

（0.641）を利用

直接効果と波及効果を推計する。産業連関

消費誘発額＝雇用者所得×消費転換率

表への按分は以下の通り。
表１９ 産業連関表への按分

民間消費支出構成比＝各部門の民間消費
支出÷民間消費支出合計、マイナスの数値
は0に
部門別消費誘発額＝消費誘発額×民間消
費支出構成比
横浜市内消費誘発額＝部門別消費誘発額
×横浜市自給率
ⅳ． 雇用誘発

消費項目

産業連関表への按分

飲食

対個人サービス

交通費

運輸

運営

対事業者サービス

機材

対事業者サービス

入館費

対個人サービス

物販

対個人サービス

表２０ 常盤祭 2019 による市内波及

経済効果に横浜市の雇用表に付属の就業
係数、雇用係数を乗じることで就業者誘発

28 百万円

発生需要額
市内生産額

数、雇用者誘発数を求めることが出来る。

直接効果 粗付加価値額

5.2 横浜市内需要額の推計
常盤祭 2019 が横浜市に与える経済波及効

H23 年度横浜市経済波及効果分析ツール
に入力し、直接効果と波及効果を推計する。

16 百万円
3人

生産誘発額

7 百万円

雇用者誘発数

費支出の項目をまとめ、その需要増加額を

28 百万円

雇用者誘発数
１次波及 粗付加価値誘発額

果を推計する。消費項目の中で横浜市内消

4 百万円
0人

生産誘発額

34 百万円

粗付加価値誘発額

19 百万円

直接効果＋ 雇用者誘発数
１次波及
雇用者所得合計額

10 百万円

4人

その後経済波及効果推計シートによって直

消費転換率

接効果・波及効果を同時に求める。消費項

消費喚起額

6 百万円

生産誘発額

5 百万円

目のなかで横浜市内消費支出の項目をまと

２次波及 粗付加価値誘発額

めると以下のようになる。よって市内需要増

雇用者誘発数
直接効果 生産誘発額
＋１次波及 粗付加価値誘発額
＋２次波及
雇用者誘発数

加額は 2,759 万円である。
表１８ 消費項目別消費支出

6
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金額(万円）

得を求める。②雇用者所得を消費転換率で

64.10%

3 百万円
0人
39 百万円
22 百万円
4人

に求める。

よって直接効果が 2,800 万円、経済波及効
果（直接効果＋１次波及効果＋２次波及

経済波及効果（万円）/来場者数（万人）＝1

効果）が 3,900 万円である。

人当たりの経済波及効果（円）

6 評価

比較結果は以下の通りである。

以上より常盤祭 2019 の経済波及効果を以

・常盤祭 2019 の横浜市に与える経済波及効

下のように比較する。

果：3,900/1.87=2,086

6.1 経済波及効果

・B１グランプリ in 姫路の姫路市に与える経

常盤祭 2019 が 3 日間で横浜市に与える経

済波及効果：164,400/51.5=3,192

済波及効果は 3,900 万円である。以下のも

・B１グランプリ in 北九州の北九州市に与え

のと比較する。

る経済波及効果：265,000/61.0=4,344

＊大規模祭：

・第 65 回さっぽろ雪まつりの札幌市に与え

・4 日間で 110 万人規模

る経済波及効果：4190,000/209=20,047

よさこい祭り 2017 の高知県に与える経済波

地域独特の大規模祭だと宿泊代や土産物

及効果（4 日間で 96 億 2,700 万円を 3/4 す

代によって、大きく差が出てしまった。しかし

る）の 1/185

姫路で行われた B 級グルメとは近しい値で

＊同規模祭：

あることから、飲食系で土産物がないような

・2 日間で 4 万 6,000 人規模

祭りでは常盤祭と 1 人あたりの経済波及効

新潟アニメ漫画フェス 2012（通称がたフェス）

果が同規模ということが推測される。

が新潟県に与える経済効果が 2 日間で

6.3 事業費あたりの経済波及効果
祭の運営事業費に対して何倍の経済波及

5,000 万円超
＊他大学祭＊

効果が生まれるかを比較する。予算あたりの

・2 日間で 2,200 人規模

経済波及効果は以下のように求める。

福山市立大学大学祭(港輝祭)の模擬店がも

経済波及効果（万円）/事業費（万円）＝事

たらす経済効果（２日間で 248 万 5,597 円を

業費あたり何倍の経済波及効果か（倍）

3/2 する）の 10.5 倍

結果は以下の通りである。
・常盤祭 2019 の横浜市に与える経済波及効

大規模祭とは比にならないが「がたフェス」
という新潟市で行われる、県を上げての一大

果：3,900/363=10.74

イベントが本大学祭の経済効果と(3 日間で

・B１グランプリ in 姫路の姫路市に与える経

はあるが、)近しいということが見て取れる。地

済波及効果：164,400/16,857=9.75

方の大学の大学祭とは言っても、全学部が

・B１グランプリ in 北九州の北九州市に与え

同じ横浜のキャンパスに集結している分、そ

る経済波及効果：265,000/18,160=14.59
事業費あたりの経済波及効果は他の祭と

の経済効果は大きいということがわかる。
6.2 来場者 1 人あたりの経済波及効果

そこまで大きく差は開かなかった。常盤祭は

他のイベントと経済波及効果を比較するに

大学からの予算支給はなく（紙や備品の現

あたり、1 人当たりの経済波及効果で比較す

物のみ）、ほぼ企業の協賛金と出店費で成り

る。1 人当たりの経済波及効果は以下のよう

立つ。そのため手作りの装飾費や実行委員
7
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の人件費などの運営費が極端に少ないので

記す。

このような結果が得られたと推測される。つま

⑴常盤祭 2019 の消費支出は約 4,000 万円

り実行委員の無償の努力によって、低予算

であり、そのなかで横浜市に与える経済波

でも多くの経済効果が生み出されているとい

及効果は約 3,900 万円である。

うことがわかる。

⑵一大イベントの祭としては規模が小さく見

6.4 市内需要額

えるが、事業予算の割には大きな経済波及

常盤祭 2019 の市内需要額は 2,800 万円で

効果を生み出している。

ある。イメージしやすい部門と値の誓い部門

⑶このような結果も大学祭にかける実行委

を以下のように比較する。

員の無償の努力、出店している学生の若い
パワーがあるからこそだと考えられる。

①平成 23 年度横浜市産業連関表 108 部
門より
＊代表部門
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東京都の機能分析
 宮内力
指導教員 居城琢 教授

１ はじめに
東京都に副都心区域の見直しが行われてからそろそろ  年が経つ。都心に集中した
業務を分散する目的で策定された副都心区域だが、業務の分散はどのように産業構造に
現れているのかを産業連関分析によって明らかにすることを、この研究は目的としてい
る。またそれに加え、都心区域、副都心区域を挟む  区の東部、西部は副都心の役割
を補助しているのか、また補助しているのであればどのように補助しているのかも明ら
かにする。そのため産業連関表は都心区域、副都心区域、 区東部、 区西部の  地
区作成した。 
２  区の区分方法と産業連関表作成
都心の明確な定義は存在しない。また、副都心は現在７地区が設定されているが、そ
れらの地区は隣接しているというわけではなく、産業連関表を作成する際、これらの地
区を集計して一つの地区とするのは不適切である。そのため別の区分方法を考える必要
がある。今回は東京都産業労働局の “東京の産業と雇用就業 008” の区分方法を採用
した。作成する産業連関表は平成  年のものである。また作成する際、調整項として
「東京都への移出入」という項目を独自に設けた。
３ 生産額、構成比、域際収支
都心
構成比
サービス

生産額





情報通信





金融・保険





商業




不動産

副都心
域際収支
 サービス
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23区東部
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23区西部
域際収支
 サービス
 商業
 不動産

  製造業

   情報通信



 

 情報通信

 運輸・郵便

構成比


生産額

域際収支

 

























ここからは作成した産業連関表をもとに分析を行う。なお、域際収支は調整項である東
京都内への移出入を含めて算出している。この表は各区域の産業を生産額順に上位５つ
を並べ、その産業の構成比、域際収支も示したものである。この表を見るとサービス産業
がどの地区においてでも生産額が一番高いことが分かる。特に副都心において、サービス
は域際収支の額も最大である。そして副都心のサービスの東京都内への移出入の項目の
金額は、その域際収支の半分程となっている。他区域からのサービスの移入もあるはずな
ので、実際はそれ以上東京都内へ移出しているはずだ。この点で、副都心が都心の業務の
集中を和らげる目的で設置されたことを考慮すると、サービス産業が副都心としての大
きな役割を果たしていると考えられる。
４ 特化係数
特化係数は都の生産額比率を用いて算出した。 区東部と  区西部の特化係数はど
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の産業においても近しい値が得られた。離れている地区同士であるにも拘わらず似た産
業構造を持ち、似た特化具合なのには二地区が挟んでいる都心区域、副都心区域の影響を
少なからず受けているからであると推測される。また、 区東西部は共に運輸・郵便で
高い値を出している。この産業は  区東西部において都内への移出入の項目で数少ない
正の値を出している産業だ。つまり、都心の業務の集中を和らげている副都心で補いきれ
なかった産業を補っている可能性がある。移輸出額の内訳は都内への移出額が多くを占
めていて、東京都外からの所得を得にくい状況となっている。

５ 感応度係数・影響力係数



 全区域におけるサービス産業の感応度の高さに注目したい。後述するが、サービス産
業は、東京都への移出入を考慮しない移輸出率、移輸入率がどちらも全ての地区におい
て を下回る。 区内のサービス産業は、 区外に材が流出しにくく、自区域との
関係が強い上、自区域のために消費される最終財型の産業であると言える。



６ 移輸出率、移輸入率



製造業、鉱業はどの区域でも移出率、移輸入率 を超えているので、 区におい
てこの二つの産業は域外からの影響を受けやすい不安定な産業であると言える。移輸出
額が低く、移輸入額が高い産業として共通しているのは農林水産業だ。これは域外に所
得が流出しやすい産業である。同じ特徴を持つ産業として、都心区域、副都心区域の運
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輸・郵便、西部の電力・ガス・水道、金融・保険がある。逆に域外から所得を得ること
ができる産業としては全区域の商業、情報通信、 区東部、西部の運輸・郵便がある。
また、先行研究では記述がなかったが、移輸出率が 以上でなくとも移輸入率が低
く、かつ移輸出率が高い産業は域外からの収益が得やすいと言えるだろう。その点では、
都心区域、副都心区域の不動産、金融・保険、 区東部、西部の建設もこの特徴を持つ
と考えられる。サービスは  区東部以外これに当てはまる。上記以外の産業は移動性
のない産業であり、域外からの影響を受けにくく、域内で供給・需要のバランスが取れ
ていると言えるだろう。



７ 最後に



副都心だけでなく  区東部、西部も都心からの業務の分散に関わっていることが分
かった。また、特に副都心はサービス、 区東部、西部は運輸・郵便でその役割を主に
果たしていた。しかし東部・西部の主要産業の一つである運輸・郵便に注目すると、移
輸出が都心への移出に偏っていて、他の産業の自給率も低いため、自立した地域とはい
いがたいことも分かった。

参考文献、統計
平成  年  年 東京都産業連関表
国政調査 東京都市町村町丁別報告平成  年 年
居城琢、大島啓人、星山卓満「みなとみらい  産業連関表の作成と分析」
浅利一郎、土居英二、中野親徳「はじめよう地域産業連関分析 ([FHO で初歩から実践まで 」
入谷貴夫「地域と雇用をつくる産業連関分析入門」
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江ノ島観光地区における産業連関分析
横浜国立大学 経済学部
 岡本進太郎
指導教員 居城琢
１．はじめに

乗り換えをすることなくアクセスできる。また、

 近年、訪日外国人の増加に伴い観光公害が注目

藤沢市には新江ノ島水族館や江ノ島、湘南海岸公

されている。その代表格でもある片瀬江の島地域

園といった老若男女問わず楽しむことの出来る

であるが、果たしてどれだけその影響が住民の社

場所が多数存在する。対して、鎌倉市には鶴岡八

会に生じているのか。また、古くより湘南海岸は

幡宮をはじめとする各寺社や鎌倉大仏があり、厳

海水浴の季節には多くの観光客でにぎわう場所

かな空気感で落ち着いた時間を過ごすことの出

でありながら、鎌倉高校や七里ガ浜高校など、生

来る場所が多数存在する。こうした点から江ノ島

活の側面も強い地区である。そうした域内住民と

地区と鎌倉地区には訪れる人の目的に差異があ

域外観光客からの需要がある江ノ島電鉄を軸と

ると考える。江ノ島地区と鎌倉地区は江ノ島電鉄

して拡がる観光地区の産業構造はどのようにな

で繋がっているとはいえ、それらを一つの経済圏

っているのか。それらを定量的に示すために、 年

としては考えにくい。

間の地域の財・サービスの取引関係を表した地域

そこで、江ノ島電鉄沿線の相模湾に面した海沿い

内産業連関表を用いることにした。
。

の地域を独自で江ノ島観光地区と設定して、江ノ

 先行研究としては、過去に野崎  が岐阜県

島電鉄の湘南海岸公園駅～稲村ケ崎駅に渡る海

大垣市の、居城  が山梨県都留市の産業連関

沿いの６駅に渡る約 NP の区間における地域を

表を作成、分析している。今回は行政区分ではな

調査することにした。しかし、現行の行政区分で

く、生活圏・商業圏の区分を設定し、藤沢市・鎌

は市単位の産業連関表が最小区分であるので、町

倉市にまたがる地区を江ノ島観光地区として設

丁単位まで細分化した区分を組み合わせて、江ノ

定した。行政の区分を越え、より詳細な範囲の地

島観光地区として設定した。 表１図１ 

域内産業連関表を本稿では作成、分析する。





表１－江ノ島観光地区の町丁一覧

２．江ノ島観光地区の概要

藤沢市 湘南海岸公園駅江の島駅 

片瀬海岸 ／片瀬 ／江ノ島  

神奈川県入込観光客調査報告書 + によると、
月ごとの延観光客数の上位  月は鎌倉市が  月

鎌倉市 腰越駅鎌倉高校前駅

 人、 月  人、 月 

七里ガ浜駅稲村ケ崎駅 

人で、鶴岡八幡宮への年間観光客数は約

腰越 ／七里ガ浜 ／

 人 で あ る 。 対 し て 藤 沢 市 は  月
 人、 月  人、 月 
人で、湘南海岸・江ノ島への観光客数は約
 人だ。季節や主要な観光地からその特

七里ガ浜東 ／稲村ケ崎 

図１－江ノ島観光地区の概要

性が大きく異なる二都市が隣接している。
東京駅と江ノ島は、直線距離で見ると京都大阪
間に相当することに加え、東京駅・横浜駅からは
電車の乗り換えが必須とされることから、良好な
アクセスとは言えない。鶴岡八幡宮のある鎌倉地
区へは -5 横須賀線を利用することで東京駅から
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３．地域産業連関表の作成

かの警察署交番はあるものの目立った役場等は

 ノンサーベイ法

なく、産業区分として設定してまで域内生産額を

前述の通り、本稿が対象とする藤沢市鎌倉市に
またがる地区の産業連関表は存在しない。産業連

求める必要がないと考えたことから上記の判断
となった。

関表の作成方法としては、サーベイ法、部分サー

以上より、江ノ島観光地区における生産額は

ベイ法、ノンサーベイ法があるが、ここでは、ノ

 分類から「 公務」
「 分類不明」を除き、

ンサーベイ法を採用した。我々が一般的に目にす

「 サービス」を細分化した  部門での推計と

るような地方公共団体が提供する産業連関表は、

なっている。

公表されている一次統計を利用するだけに留ま

本稿で作成する産業連関表は上記のように、サ

らず、様々なデータを多面的に収集するサーベイ

ービスが細分化されたことで  分類とされるが、

法によって作成されている。しかし、一般人がそ

実際、その分類は複雑である。従って、ノンサー

れを行うにはコストや時間的な制約から難しく

ベイ法を利用するにあたり、私が  分類の統合

現実的ではない。そこで、本稿の江ノ島観光地区

大分類と  分類の統合中分類のデータを組み合

における産業連関表についても、既に行政機関に

わせて付表を作成、分析する。加えて、従業者数

よって公表されている統計のみを利用して作成

のデータの年次にばらつきがあるが、藤沢市鎌倉

を行った。

市ともに該当年次より平成  年に至るまで大き



な人口変動はなかったことから、従業者数につい

 従業員数の推計と産業区分

ては一律平成  年次のモノとみなして違和感は

表の形式については、平成  年基準の神奈川

ない。

県産業連関表  分類 を基にして作成した。しか



し、従業者数の確定の際に利用した藤沢市、鎌倉

表２－域内産業連関表の作成にかかる産業区分

市の経済センサスによる産業区分が  分類と 
分類であったこともあり、サービスに関する分類
については細分化して作成した。
 分類の「 サ
ービス」が「学術研究、専門・技術サービス業」
「宿泊業、飲食サービス業」
「生活関連サービス業、
娯楽業」
「教育、学習支援業」
「医療、福祉」
「複合



サービス業」
「サービス業」の  分類に分かれてい
た。そこから「学術研究、専門・技術サービス業」



「複合サービス業」
「サービス業」の三区分につい

 産業連関表の作成

ては、今回設定した江ノ島観光地区の就業者数も

 産業連関表の作成手順は①生産額の推計、②中

踏まえ、全体像を把握することを狙い「その他サ

間投入・粗付加価値の推計、③最終需要部門と域

ービス業」という区分を独自で設定し、そこに集

内需要・移輸出の推計、④移輸入の推計の順に行

約した。 表２ 

った。 図２ 

 分類の産業連関表では「 公務」
「 分類
不明」と表される二分類については、本稿では含
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  域内生産額 &7 の推計

まずに考えた。従業者数の確定の時点で経済セン

①の域内生産額の推計については、従業者数の

サスへの記載がなかったこと、小規模の地区であ

確定から、平成  年の神奈川県産業連関表の県

ることから分類が不明なほど複雑な産業がある

内生産額×域内従業者数県内従業者数をするこ

とは考えにくいこと、当該地区においてはいくつ

とで按分的に導出した。

図２－産業連関表の作成手順

数神奈川県従業員数 を乗じたものを全体の合計
とした上で、そこに神奈川県産業連関表の総固定
資本形成 民間 の構成比を乗じて按分した。
H在庫純増：神奈川県産業連関表の産業別の在庫
純増額に 江ノ島地区生産額神奈川県生産額 を
乗じて按分した。
I調整項：神奈川県産業連関表の調整項に 江ノ島



  投入係数表の作成

②の中間投入と粗付加価値の推計における投
入係数の算出は、 分類・大分類・中分類の枠組

地区生産額神奈川県生産額 を乗じて按分した。
J移輸出計：神奈川県産業連関表の移輸入額に 江
ノ島地区生産額神奈川県生産額 を乗じて按分し
た。


みを超えて行った。神奈川県の産業連関表を組み

 移輸入額の確定

合わせて神奈川県価格評価表  分類 を作成す

 ④の移輸入については、基本的には域内生産額

ることで、神奈川県の投入係数表  分類 を作成

と最終需要の差から求めた。一部部門では、神奈

した。その投入係数を、①で按分した域内生産額

川県の移輸入額に 江ノ島地区生産額神奈川県生

に乗じることで、江ノ島観光地区における、価格

産額 を乗じて按分した。

評価表を作成した。





 調整
  最終需要の推計
③の域内需要についてはそれぞれで手法が異

 I調整項で再度、表のバランスを整えた。


なるので以下に記載する。

４．産業連関分析

D家計外消費支出：価格評価表における粗付加価

 ３．地域産業連関表の作成により、本稿で設定

値の行和に神奈川県産業連関表の構成比を乗じ

した江ノ島観光地区における産業連関表  分

ることで按分した。

類 が完成した。ここでは、 つの視点からその産

E民間消費支出：神奈川県産業連関表の民間消費

業連関表を分析、考察する。

支出に 江ノ島地区人口神奈川県人口 を乗じた



ものを全体の合計とした上で、そこに神奈川県産

 特化係数分析

業連関表の民間消費支出の構成比を乗じて按分

 まずは、江ノ島観光地区の価格評価表から、対

した。

象地域について、個別の産業の生産額が、地域全

F一般政府消費支出：神奈川県産業連関表の一般

体の生産額に占める割合をみる。次に、対象地域

政府消費支出に 江ノ島地区人口神奈川県人口

の生産額の値から構成比を比較することで、産業

を乗じたものを全体の合計とした上で、そこに神

別の特化係数が分かる。特化係数が１を超えた産

奈川県産業連関表の一般消費支出の構成比を乗

業は、比較対象地域 神奈川県全体 よりもその部

じて按分した。

門の生産に特化している。
（加えて、従業員比で生

【域内総固定資産形成 公的 については、本稿作

産額を推計していることから、従業員数比率が高

成の産業連関表で公務を除いて考えていること

い産業であるということもできる。）次ページの

から除外した。
】

表３に、江ノ島観光地区と神奈川県の各産業の特

G域内総固定資本形成 民間 ：神奈川県産業連関

化係数を記載する。 表３ 

表の総固定資本形成 民間 に 江ノ島地区従業員

表から分かるように、江ノ島観光地区は神奈川
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県全体と比較して、
「宿泊業、飲食サービス業」の

自給率となる。縦棒を上から見た際、赤線までの

特化係数が際立って高い。これについては本稿の

部分が移輸入部分であり、全体に占めるこの部分

仮説段階から予想しており、やはり観光業が江ノ

の割合が移輸入率となる。移輸出額は、縦軸の

島観光地区の主要な産業であると考えられる。

の部分を底辺、赤枠を上辺とした際の面積

「教育、学習支援業」についても同様に高い特化

で表される。横幅は生産額の構成比を表している。

係数であるが、
「宿泊業、飲食サービス業」に匹敵

表４ 

する高さであることから、江ノ島観光地区は生活



地としての側面も非常に強いと考えられる。特に

表４－江ノ島観光地区のスカイライン分析

江ノ島電鉄鎌倉高校前駅の周辺は、近年観光公害
の影響が騒がれているが、そこに江ノ島観光地区
の経済が集約されていると考えて違和感はない。
しかしながら、江ノ島観光地区という名で本稿
の産業連関表を作成したが、
「宿泊業、飲食サービ
ス業」以外は比較的、日常生活における産業が高
い特化係数を示しており、外部からの収益が、観
光客に対して少ないと見受けられる。今後の江ノ



島観光地区が「商業」や「運輸」の部門で更に特
化係数を向上させることが出来ると考える。

第一次産業の構成比は最も低く、製造業が最も



高い。自給率は商業が最も高く、鉱業が高くない

表３－江ノ島観光地区の神奈川県への特化係数

構成である。不動産業、建設業も高い自給率とな
っている。サービス業を概観すると、医療・福祉、
教育学習支援業が、域内生産が多く行われている。
宿泊業・飲食サービス業についても生産費率は比
較的高いが、自給率は高い水準にはなく、他と比
較すると特筆する点はあまりなさそうだ。

５．まとめ
本稿では江ノ島観光地区における産業連関表


地としてその名が全国に知られる江ノ島地区で



はあるが、実際の産業構造は高等学校の存在や、

 スカイライン分析

大型商業施設等がないことから、藤沢市、鎌倉市

スカイライン分析とは、産業の生産額構成比・

の市民の住居地であるという側面も有する。今回

域内需要・自給率・移輸入率を全て表したスカイ

は江ノ島観光地区の内部の産業構造に焦点を当

ライン図による分析であり、宇多  のスカイ

てて研究を進めたが、今後、江ノ島観光地区が神

ラインチャート作成ツール「5D\」を用いて行う。

奈川県に与える影響も考えてみたい。

縦軸の の高さまでは域内需要であり、それ



を超える部分が移輸出である。任意の部門におい
て、縦棒を下から見た際、赤線で囲まれた部分が
自給部分であり、全体に占めるこの部分の割合が

166

の作成を軸に、その産業連関分析を試みた。観光
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平成  年 神奈川県産業連関表

平成  年 経済センサス
平成  年 経済センサス
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「愛情弁当」の貨幣評価
経済学部 経済学科 松葉駿平
担当教員 国際社会科学研究院 居城琢教授
第 1 章 はじめに

市場価格相当による産出額（量×価格）�中

第 1 節 本研究の目的

間消費
＝総付加価値

本研究の目的は、無償労働の貨幣評価の
方法論を用いて、無償労働の投入による産

�固定資本減耗�生産に課されるその他

出物としての「家庭弁当」を貨幣評価し、そ

の税＋生産に対するその他の補助金
�資本利益

の貨幣評価額の内、「家庭弁当」の生産者、

＝労働投入に対する帰属報酬

すなわち保護者に帰属する賃金はいくらな
のかを算出することである。また、算出され
た「家庭弁当」の評価額が、実際「家庭弁当」

ここで「家庭弁当」に焦点を移し、先行研

を食べてきた、もしくは食べている生徒・学

究を紹介したい。弁当の領域においては、栄

生や「家庭弁当」を作っている保護者にとっ

養や衛生の観点での研究は存在するが、貨

ての主観的な貨幣評価額とどこまで乖離が

幣評価そのものの研究は存在しない。
「家庭

あり、その乖離を生む原因が何なのかを追

弁当」に関して大規模な調査を行っている

究する。

事例として、株式会社ニチレイフーズが
2017 年、2018 年、2019 年に実施した、
「お

第 2 節 先行研究の整理

弁当始めの日 大調査」がある。日本のお弁

無償の家計サービス生産統計の国際比較を

当事情について様々な観点で調査している

より容易にするために、UNECE（国連欧州

のだが、本研究と特に関係ある調査として

経済委員会）が「無償の家計サービス生産の

は、2018 年の「一食のお弁当費用」
、2019

貨幣評価についての指針」
（以後「方針」
）を

年の「お弁当作りにかける時間」についての

2017 年に公表しており、内閣府経済社会総

調査がある。

合研究所国民経済計算部が 2018 年 12 月 13
第 3 節 研究の仮説

日にその翻訳を公表している。無償労働の
貨幣評価に向けた各国の取り組みが紹介さ

「お弁当作り」は無償労働である。そのう

れているが、ここでは大きく分けて 2 種類

えで、
「家庭弁当」は、
「愛情弁当」であり、

の無償労働の貨幣評価方法が提示されてい

高い付加価値のある昼食であるという仮説

る。本論文では、産出ベースの方法を用い

を立てる。早起きをして、子供の登校時間ま

る。産出ベースの式は、以下のようになって

でにお弁当を作り上げること、それを毎日

いる。

続けることは、家事労働の中でも特に時間
に追われる重労働である。そして、
「家庭弁
当」には子供が困らないよう、液漏れ防止や
1
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防腐の工夫が施されている。保護者が子供

家庭によって異なるであろうが、主な構成

を思う気持ちによって成り立つ「家庭弁当」

要素は、①献立を考える、②買い物に行き、

は、その気持ちが子供にも伝わることで、貨

必要な材料、ここでは調理器具などお弁当

幣評価額にも付加価値の増加の方向に寄与

作りに関わる全ての用具も含む、を揃える、

すると考える。

③調理をする、④完成した料理を弁当箱に
詰める、⑤持ち運び可能な形式で子供に持

第 2 章 横浜市の中学校昼食を取り巻く状

たせる、⑥-①子供が持っていく、⑥-②子供

況

が学校で食べる、⑥-③子供が家に持って帰

横浜市が行った、平成 26 年 12 月「横浜

る、⑦弁当箱を洗浄する、の 9 つに集約さ

市らしい中学校昼食の在り方」アンケート

れる。ここで、全ての要素が、家族内で完結

では、よく食べる昼食として、回答した中学

していることに注目したい。言い換えれば、

生 1,875 人の内、96.9％が「家庭弁当」を挙

家族外の人がこれらの要素に直接的な関与

げている。平成 31 年 4 月に横浜市が市内の

をしていないということである。

中学校 11 校を対象に実施された「モニター
校アンケート」においては、よく食べる昼食

第 2 節 産出ベース方式による「家庭弁当」

として、図 2-1-2 のように、回答した中学

の貨幣評価

生 981 人の内 90.1%が「家庭弁当」を挙げ

「お弁当作り」の①献立を考える、③調理

ている。また、令和元年 10 月に横浜市が市

をする、④完成した料理を弁当箱に詰める、

内の中学校 18 校を対象に実施された「横浜

⑤持ち運び可能な形式で子供に持たせる、

市の中学校昼食に関するアンケート」では、

⑦弁当箱を洗浄する、は無償労働に含まれ

対象となった保護者 2,118 人の約 7 割が
「と

る。産出ベース方式の式は以下である。な

ても負担に感じている」
「お弁当づくりは負

お、本論文で追究しきれなかった数値につ

担に感じているが、子供のために頑張って

いては、文字で置いている。「お弁当作り」

作っている」と回答している。

で必要な材料は主に食材である。中間費用

これらのアンケートから読み取ることが

については、株式会社ニチレイフーズが実

できる状況は、お弁当を作ってもらう子世

施した 「2018 お 弁当大調査」 で対象の

代は、保護者の「家庭弁当」に肯定的な印象

33,000 人に聞いた「一食あたりにかける費

を持ち、それ故に「家庭弁当」を昼食を選択

用」の平均、231.5 円を用いる。産出ベース

し、その期待に応えるべく、7 割の保護者が

の式に各数値を当てはめる。

負担に感じながらもお弁当づくりをしてい

1 × 495.98 - (231.5 + α)

るということである。

= 264.48 - α
-β-γ

第 3 章 「家庭弁当」の貨幣評価

= 264.48 - α - β - γ

第 1 節 「家庭弁当」の定義
したがって、労働投入に対する帰属報酬は、

「お弁当作り」の工程をもとに、
「お弁当

264.48 - α - β - γ 円と分かる。ここで、

作り」を構成する要素を整理する。順序は各
2
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22 人で 40.7％であり、前述したように「保
護者の愛情」を価格決定要因とした人のほ

α + β + γ < 264.48

うが設定価格を高くする傾向があることが
が成り立つ限りにおいて、帰属報酬が存在

考えられる。裏を返せば、現に子供に対して

することが分かる。

「家庭弁当」を作っている社会人に分類さ
れる人のほうが、
「家庭弁当」が夕食や朝食

第 4 章 「学校の昼食に関するアンケート」

の残りを活用して安く作られているという

について

ことに気が付いているからということが考

このアンケートは、Google フォームを用

えられる。実際、価格決定要因を「材料費の

いて、全年齢を対象として 115 人に行った。

総計」とした社会人 17 人のうち、6 人は残

第 3 章にて、独自の「学校の昼食に関する

り物が利用できるからと答えている。

アンケート」調査での「ご自身のご両親や祖

このように、アンケート調査によって、

父母が作られたお弁当には何円まで払って

「保護者の愛情」と主観的な価格の相関関

いいと思いますか？」という質問おける、回

係、年代と価格の相関関係が分かった。
「保

答者 115 人の平均回答金額は 495.98 円と

護者の愛情」と主観的な価格には正の相関

述べた。この主観的な「家庭弁当」の価格を

があり、
「家庭弁当」を作られる、作られて

もう少し詳しく見てみる。

きた「学生」という年代と主観的な価格にも
正の相関があることが分かった。

まず、
「家庭弁当」の価格決定要因を、時
間や手間がかかっていること、自分の好み
を分かっていること、言い換えれば、
「保護

参考文献

者の愛情」と答えた人、一方で単なる「材料

「無償労働の貨幣評価について」

費の総計」と答えた人の間で価格設定に差

年 5 月 15 日 経済企画庁経済研究所国民

があったかを見る。結論としては、
「保護者

経済計算部

の愛情」と答えた 54 人の平均金額は、

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/s

615.09 円、
「材料費の総計」と答えた 26 人

atellite/roudou/contents/unpaid_970515.h

の平均金額は 348.07 円であった。

tml

平成 9

次に、年代別に主観価格の設定を分析す
る。ここでは、大学生以下の「学生」と、
「社

「無償労働の貨幣評価の調査研究」

会人」に分けて分析する。
「学生」の 61 人

21 年 8 月 24 日 経済社会総合研究所国民

の平均回答価格は、521.17 円、
「社会人」の

経済計算部

平均回答価格は、469.44 円である。
「学生」

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/s

と「社会人」で金額に差が出ている理由とし

atellite/roudou/contents/20090824g-

ては、「学生」61 人のうち価格決定要因を

unpaid.html

平成

「保護者の愛情」
とした人が 32 人で 52.5％
であったのに対して、
「社会人」54 人のうち

「国連欧州経済委員会 UNECE 無償の家

価格決定要因を「保護者の愛情」とした人が

計サービス生産の 貨幣評価についての指
3
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「横浜市の中学校昼食に関するアンケート」

08sna/pdf/20161130_2008sna.pdf

令和元年 10 月 横浜市
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「給食の歴史」

藤原辰史

osodate-

岩波新書

kyoiku/kyoiku/sesaku/kyusyoku/chushoku.

2018 年 11 月 20 日

files/kekka-r0111.pdf
株式会社ローソン公式サイト（企業概要
2019 年 2 月現在）

「2017 お弁当大調査」 2017 年 4 月 3 日

http://www.lawson.co.jp/company/corpora

株式会社ニチレイフーズ

te/data/about/
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「ローソン統合報告書 2019」 ローソン株
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式会社 2019 年 9 月
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株式会社ニチレイフーズ
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「平成 30 年度学校給食実施状況等調査の
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結果について」 平成 31 年 2 月 26 日 文

ee8641b3cfe4ab6b02.pdf

部科学省
https://www.mext.go.jp/content/1413836_

「2019 お弁当大調査」 2019 年 4 月 8 日

001_001.pdf

株式会社ニチレイフーズ
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神奈川県東部方面線開業に伴う相鉄本線地域への経済効果
1725110

榛葉 考祐

指導教員

居城琢教授

第一章 はじめに
第一節 背景
相鉄線の都心直通と、既存路線地域の関係性を調べ、相鉄本線地域(本研究では二俣川～海老名駅間とする)
の地域発展の上で優位な結果を得られるのではないかと考えた。
第二節 目的
相鉄・JR 相互直通運転開始に伴う相鉄本線の経済効果の分析
第三節 研究意義
一つ目として横浜駅を経由せずに都心と本線地域がつながることで本線地域での購買需要が創出され、地域
の活性化につながること。二つ目として相鉄ホールディングス株式会社の相鉄本線地域での経済活動(商業施設
の新規建設、宅地開発等)を行なう際の指標としていただける可能性があること。今回の相鉄本線地域は行政区
単位でなく、私自身で設定した範囲であり、この範囲での統計データは存在せず、優位なデータとなると考え
られる。
第四節 先行研究
先行研究として、居城ゼミの先輩の論文が挙げられる。白岩・居城,(2019),「羽沢横浜国大駅駅勢圏の策定
と地域に及ぼす経済効果～産業連関分析とアンケート調査を用いて～」と見定・白岩,(2019),「平成 23 年いず
み野線・相鉄地域における産業連関表作成とその分析」が挙げられる。また、沖縄県,「鉄道旅客輸送が県経済
に及ぼす経済波及効果」が挙げられる。
第二章 研究対象範囲
神奈川東部方面線は相鉄・JR 直通線と相鉄・東急直通線の 2 つの事業の総称である。事業目的は神奈川県
県央地域から東京都心への速達性向上、新幹線駅(新横浜駅)へのアクセス向上等多岐に渡る。本研究は相鉄・
JR 直通線の研究として既存路線である二俣川～海老名駅間を研究対象範囲とする。
図 1 神奈川東部方面線と接続路線の概要 (横浜市都市整備局ホームページより抜粋)
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第二章 アンケート調査
本章では、相鉄・JR 直通線開業前に本校の大学祭開催時に行なったアンケート調査と開業後に瀬谷駅北
口駅前広場で行なったアンケート調査の結果概要及び分析を行なう。
第一節 常盤祭でのアンケート調査
第一項 目的・概要
対象……………常盤祭の来場者(本校学生も含む)
期間……………令和元年 11 月 3 日
実施場所………横浜国立大学内
有効回答数……53
目的……………相鉄・JR 直通線に関する意識調査
調査方法………QR コード読み取り後、google フォームを用いた web 上での調査
第二項 アンケート質問項目
アンケート質問項目は回答の内容によって変化するように作成してある。
図 2 アンケート質問項目(常盤祭)

第二節 瀬谷駅北口駅前広場でのアンケート調査
第一項 目的・概要
対象……………瀬谷駅北口利用者
期間……………令和 2 年 1 月 30 日 17:30~19:30 の 2 時間
実施場所………瀬谷駅北口駅前広場
有効回答数……9
目的……………相鉄・JR 直通線に関する意識調査、経路変更調査等
調査方法………QR コード配布、google フォームを用いた web 上での調査
第二項 アンケート質問項目
2

173

アンケート質問項目は回答の内容によって変化するように作成してある。
図 3 アンケート質問項目(瀬谷駅駅前)

第三節 結果概要・考察
第一項 常盤祭でのアンケート調査の主な結果概要
調査対象者の多くが相鉄線利用者ではなかったが相鉄と JR が直通することについては 88.6%の方が
知っていた。実際に利用するかについては住んでいる場所が直通線に関係がないなどいった理由もあり
利用したいと回答したのは 66%にとどまった。また、相鉄と JR が直通することを知った理由として「家
族や友人との会話で」という回答が多く見られた。
第二項 瀬谷駅北口駅前広場でのアンケート調査の主な結果概要
・都心方面へ通勤通学されている方で定期券を直通線経由に変更していない方
理由：小田急線利用のほうが早いから、現在の経由駅で買い物をするから
• 都心方面へ通勤通学されている方で現在は直通線経由の定期にしていないが
今後直通線経由の定期に変更しようと考えている人
変更していない理由：直通線の混雑度の様子を見ていたため
いつ変更するつもりか：来年度に入ってから
• 経済的視点から今後期待すること、不安に思っていること
期待：宅地開発、商業施設の新規開店、雇用の増加
不安：横浜駅周辺の衰退、区画整理に伴う退去
第三章 相鉄・JR 直通線に実際に乗車してみて
相鉄。JR 直通線の開業に伴い羽沢横浜国大駅が開業した。羽沢横浜国大駅が最寄り駅となり、3 年生後半と
いう時期も相まって東京都心へ出ることも増え、よく利用させていただいている。そこで IC カードといった
データではなく、私自身の目で直通線の利用状況を把握し、データとして集計しようと考えた。人の目のデー
タであり完全に正確なモノとはいえないが体感的な情報も必要と考えている。
第一節 調査概要及びデータ
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以下、羽沢横浜国大駅での乗車人数と羽沢横浜国大駅からの直通線利用状況をまとめる。なお、今回は
3

相鉄線から JR 線へ向かう上り方面のデータを記す。
第一項 記号、用語説明
△ｘ：ｘ人降車したことを示す
混雑度(率)：(輸送人員/輸送力)×100 で算出 (日本民営鉄道協会 HP より)
第二項 調査データ
ここでは自分が乗車した 1 車両のみのデータを掲載し、編成全体(10 両)ではない。なお、一部編成全
体のデータも含まれるがそのデータに関しては数字データの隣に(全)と表記する。
①羽沢横浜国大駅での乗車人数
・ 12 月 26 日(木) 羽沢横浜国大駅 8：06 発 特急 川越行 20 人程度
・

1 月 27 日(月) 羽沢横浜国大駅 6：05 発 特急 新宿行 15 人程度 (6：00 時点)

・

1 月 29 日(木) 羽沢横浜国大駅 6：05 発 特急 新宿行 12 人程度 (6：00 時点)

・

2 月 2 日(日) 羽沢横浜国大駅 8：24 発 特急 武蔵浦和行 15 人程度

・

2 月 12 日(水) 羽沢横浜国大駅 7：31 発 特急 大宮行 50 人程度

②車内状況
・ 12 月 26 日(木) 羽沢横浜国大 8:06 発 特急 川越行
以下、各駅での乗降人数を記す。
羽沢横浜国大発車時点……94 人程度
武蔵小杉……………………△12 +9 ＝△3
西大井………………………△不明+12 ＝不明
大崎駅………………………△30 +20 ＝△10
恵比寿………………………△20 ＋8 ＝△12
渋谷…………………………△20 ＋5 ＝△15
・1 月 20 日(月) 羽沢横浜国大 8:50 発 特急 新宿行
羽沢横浜国大発車時点…69 人程度(座席 54 人＋立ち客 15 人程度)
大崎駅発車時点……………空席があった
・1 月 22 日(水) 羽沢横浜国大 7:51 発 特急 大宮行 8 号車
羽沢横浜国大発車時点…130 人
武蔵小杉発車時点………混雑率 150％程度
・1 月 23 日(木) 羽沢横浜国大 11:16 発 各駅停車 新宿行
羽沢横浜国大発車時点…30 人程度
・2 月 12 日(水) 羽沢横浜国大 7:31 発 特急 大宮行
羽沢横浜国大発車時点…150 人程度 混雑率 150％程度
・2 月 14 日(金) 羽沢横浜国大 8:19 発 特急 赤羽行 2 号車
羽沢横浜国大発車時点…108 人
第二節 調査データに対する考察
相鉄・JR 直通線開業により武蔵小杉、西大井駅では渋谷・新宿方面へ向かう湘南新宿ラインが増便され
た。武蔵小杉～大崎間のみの乗客も多く見られ、いままでの湘南新宿ラインの本数の少なさを相鉄・JR 直通
列車が補填し、輸送人員が増加し、混雑度の低下に寄与していると考えられる。また、開業後 1 ヶ月程度は朝
4
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ラッシュ時間帯にもかかわらず、空席が目立っていたが、その後は認知が高まったかつ定期券の有効期限が切
れ、直通線経由に変更したために利用者が増加したと考えられる。綿岸 1 人で大量のデータを収集するのは困
難だが、これらのデータから時間経過による変化が見られるとよいのではないだろうか。
第四章 地域内産業連関表にむけて
研究対象範囲のうち、横浜市旭区、瀬谷区に関しての地域内産業連関表作成を試みた。その結果、対象地域で
の粗付加価値の産業部門計は 206,442(百万円)とわかり、また、建設、金融・保険、不動産、サービス部門で神
奈川県、横浜市により産業構成比が高いことが分かった。
表 2 対象地域の神奈川県に対する特化係数

表１対象地域の横浜市に対する特化係数
①対象地域

01

農 林 水 産 業

02

鉱
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製

04
05

業
設

電力・ガス ・水道
商

業

金 融 ・ 保 険

08

不

09
10

造

建

06
07

業

動

運

産
輸

情 報 通 信

11

公

務

②横浜市

特化係数 ①/②

0.0000238

0.001283749

0.018535914

0.0000000

7.72849E-06

0

0.0653014

0.196029025

0.333120964

0.0528201

0.051931463

1.017112507

0.0000000

0.04122168

0

0.0115875

0.085960728
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0.0528851
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0.0000000
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0
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①対象地域

②神奈川県

特化係数 ①/②

0.0000238
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0.010411204
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0.000131629

0
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0.202608829

0.0528201

0.049684441
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0.036137261

0
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0.067027305

0.172877532

0.0528851

0.025792336
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0.111164821

2.603591679

0.0337803

0.050556769

0.668164898
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0
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第五章 終わりに
本稿では相互直通運転開始前と開始後の分析を統計調査及び自身での調査を試みた。新年度に直通線経由に
定期券の経路変更を行おうと考えている人も多くいると考えられる。その方たちの経路変更に伴う購買行動範
囲の変化及び相鉄 HD の経済行動により今回、設定した本線地域の経済規模、経済構造の変化を今後捉えてい
きたいと考えている。
第六章 終わりに
本稿では相互直通運転開始前と開始後の分析を統計調査及び自身での調査を試みた。新年度まであと約 1 ヶ月
であり、新年度に定期券の経路変更を行おうと考えている人もいるであろう。その方たちの経路変更に伴った最
寄り駅での購買行動や相鉄 HD さんの沿線開発、この 2 つの経済行動により今回設定した本線地域の経済規模、
経済構造がどのように変化するかを捉えていきたいと考えている。
参考文献
●小長谷一之・前川知史,「経済効果入門-地域活性化・企画立案・政策評価のツール-」,pp94~125
●白岩・居城(2019),「羽沢横浜国大駅駅勢圏の策定と地域に及ぼす経済効果～産業連関分析とアンケート調査を
用いて～」
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