公益社団法⼈
⽇本都市計画学会 北海道⽀部
2020 年度 研究発表会

予

稿

集

⽬ 次

§ 開催要領 ························································································· 1
§ 基調講演 ························································································· 3
§ 研究発表 ························································································· 4
§ 研究発表予稿 ·················································································· 7

2020 年 11 ⽉ 28 ⽇

§ 開催要領
【趣旨説明】
⽇本都市計画学会北海道⽀部では、都市計画に関する⽇頃の研究内容や実践活動を広く発
表する機会を設けることを⽬的とし、令和元年度⽀部研究発表会を開催します。発表いただ
く内容は研究論⽂に限ることなく、都市・地域づくりの現場における実⽤性に寄与する実務
報告や実践報告も含めたものとし、都市計画に関連する分野の⽅々の情報交換や交流の機会
になることを期待します。
なお、本年度においては例年のポスターセッションを中核とする本会では三密を避けがた
いため、オンラインでの開催、⼝頭による研究発表といたしますので、ご協⼒⽅よろしくお
願いします。
１．⽇時

2020 年 11 ⽉ 28 ⽇（⼟）13︓00〜17︓40

12:50

オンライン開場

13:00〜13:10

開会式

13:10〜14:10

基調講演

-休憩 10 分14:20〜17:10

研究発表

-休憩 10 分17:20〜17:40
２．場所

閉会式・表彰式

オンライン開催による

＜2020 年度研究発表会運営会場＞
〒001-0011 札幌市北区北 11 条⻄ 2 丁⽬ 2 番 17 号

セントラル札幌北ビル

⼀般社団法⼈北海道開発技術センター4 階⼤会議室
３．研究発表の形式

⼝頭発表によるプレゼンテーション

４．内容
北海道⽀部研究発表会では、地域資源を活かしたまちづくり、都市⽂化、地⽅分権、サス
テイナブル、参加と組織、都市・地域の再⽣、都市・地域経営、観光、交通、ランドスケー
プ、海外都市計画などをはじめとする、広く建築、⼟⽊、造園及び関連分野の都市計画に関
する計画、デザイン、分析、調査、事業等についての研究発表を募集し、応募者⾃⾝がプレ
ゼンテーション資料を⽤いて⼝頭発表を⾏うものとします。
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５．応募資格
発表者は本会員であることを必ずしも求めません。発表内容は、未発表のものだけでなく、
研究発表会などで発表された内容、プロジェクトを別途発表したものであっても可とします。
発表の可否については、「4．内容」に相当するものかを⽀部において判断する場合があり
ます。
６．参加費

無料

７．表彰
最も優秀なものに「⽀部⻑賞」を授与します。また、「優秀賞」、「奨励賞」、該当者が
いる場合は「特別賞」を授与します。審査は、アブストラクト・プレゼンテーション資料・
⼝頭発表から総合的に審査します。
予稿集を作成し、北海道⽀部 HP（http://www.cpij-hokkaido.jp/）に掲載します。
８．後援
⽇本建築学会北海道⽀部、⼟⽊学会北海道⽀部、⽇本造園学会北海道⽀部、北海道都市地
域学会、⽇本計画⾏政学会北海道⽀部、⽇本都市計画家協会北海道⽀部、北海道地域観光学
会、北海道市⻑会、北海道町村会、北海道開発局、北海道、札幌市
９．実⾏委員会
委 員 ⻑︓⾼野伸栄（北海道⼤学）
副委員⻑︓⼩篠隆⽣（北海道⼤学）
委

員︓愛甲哲也（北海道⼤学）、池ノ上真⼀（札幌国際⼤学）、⽯井旭（北海道⽴総合
研究機構）、伊藤徳彦（北海道開発技術センター）、上⽥裕⽂（北海道⼤学）、
⼩⻄信義(北海道開発技術センター）、椎野亜紀夫（札幌市⽴⼤学）、⾼⽥寛（⽇
本都市交通研究所）、⾼橋秀⼠（札幌市）、森朋⼦（札幌市⽴⼤学）

アドバイザー︓篠宮章浩（国⼟交通省北海道開発局）
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§ 基調講演
【趣旨説明】
我が国では 2020 年 4 ⽉の covid19 に係る緊急事態宣⾔を踏まえて、多くの企業でテレワ
ークが導⼊されるなど、新しい働き⽅を踏まえた都市のありかたやライフスタイルが模索され
ています。そこで、with／after コロナ時代の新しい働き⽅として、グローバル企業のユニリ
ーバ・ジャパン・ホールディングズ株式会社から講師をお招きし、2016 年 7 ⽉ 1 ⽇から導⼊
している⼈事制度 WAA（Work from Anywhere and Anytime）についてご講演をいただき
ます。

⽇本都市計画学会北海道⽀部 2020 年度研究発表会基調講演

【論

題】

with／after コロナ時代の新しい働き⽅について
【講

師】

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
⼈事マネジャー

岡⽥

美紀⼦

⽒

【講師略歴】
⼤学卒業後、リクルートエージェント（現リクルートキャリア）で 10 年間⼈材
業界でのコンサルティング経験後、⽶系企業 GE(ゼネラルエレクトリック）グルー
プ に て 、 9 年 間 、 HR Manager, HR Business Partner, Leadership Program
Manager。⽇系ベンチャー企業にてグローバル⼈事。現在、ユニリーバ・ジャパ
ン・ホールディングス株式会社にて HR Manager/HR BusinessPartner。

【ユニリーバ・ジャパン⼈事制度 WAA】
ユニリーバ・ジャパンでは 2016 年 7 ⽉ 1 ⽇から導⼊。働く場所・時間を社員が⾃由に選
べる制度。従来の在宅勤務制度（2011 年〜）やフレックスタイム制度（2005 年〜）を⾒直
し、働き⽅の多様性を⾼め、社員⼀⼈ひとりが⾃分の能⼒を最⼤限発揮できるよう⽀援すると
ともに、成果につながらない時間を減らし、業務効率の改善を図り、⽣産性を⾼め、企業とし
て持続的成⻑を⽬指すもの。
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§ 研究発表セッション
【趣旨説明】
本研究発表会は、⼟⽊、建築、造園及び関連分野の研究について、通常は各学会等で分野別
に議論される研究テーマについて、都市計画、まちづくりという視点から多様な観点からの議
論が⾏われるのが⼤きな特⻑です。
地域資源を活かしたまちづくり、都市⽂化、地⽅分権、サステイナブル、参加と組織、都
市・地域の再⽣、都市・地域経営、観光、交通、ランドスケープ、海外都市計画などをはじめ
とする、建築、⼟⽊、造園及び関連分野の計画、デザイン、分析、調査、事業等の研究につい
て、応募者⾃⾝が⼝頭発表を⾏うものです。
みなさまの活発なご議論を期待します。
研究発表セッションプログラム

14:20~15:40 セッション１
＝休憩 10 分＝
15:50~17:00 セッション 2
17:00~17:10 全体総括

【セッションの進め⽅】
○発表時間︓7 分／題、質疑応答︓3 分／題
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【セッション１】
司会︓⼩篠隆⽣⽒（北海道⼤学）
No.

研究発表タイトル、◎研究代表者（所属）、共著者

掲載ページ

1

散歩時の多様な活動に繋がる都市空間の活⽤資源に関する分析
◎⼩宮⼭葵（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、森傑、野村理恵

8

2

公営住宅⼊居者の外出⾏動にみる地域交流の特徴
-⼈⼝約 5,000 ⼈の北海道上⼠幌町を対象として◎澤⽥昂彬（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、森傑、野村理恵

9

3

北海道の道の駅における空間構成のパターン化に関する分析
◎岩佐樹（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、森傑、野村理恵

10

4

モバイル情報端末を利⽤した合流における相互⾏為の基礎的研究
◎藤塚紫苑（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、森傑、野村理恵

11

5

⾃治体の景観計画からみた観光資源としての道路景観の活⽤に関する課題
◎松⽥泰明（国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所 寒地⼟⽊研究所）、笠間聡

12

6

送配電線の地中化計画および事業⼿法に関する欧⽶の事例調査
- デンマーク・英国・⽶国の事例から ◎岩⽥圭佑（国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所 寒地⼟⽊研究所）、⼤部裕次、松⽥泰明

13

7

趣味縁から⾒た都⼼空間のジェントリフィケーションについて
〜札幌創成エリアの事例を中⼼に〜
◎加藤康⼦（北海道⼤学⼤学院 メディア・コミュニケーション研究院）

14

8

Google Street View を⽤いた緑視率測定⽅法の検討
◎本間理⼦（北海道⼤学⼤学院農学院）、愛甲哲也

15

5

【セッション 2】
司会︓⾼⽥
No.

寛⽒（⽇本都市交通研究所）

研究発表タイトル、◎研究代表者（所属）、共著者

掲載ページ

アドベンチャーツーリズムと縄⽂遺跡・アイヌ⽂化の活⽤―旭川市の例
◎佐賀彩美（⼀般社団法⼈北海道開発技術センター）原⽂宏、阿部正明

16

10

⾮平常時を考慮した札幌駅交流拠点の情報提供機能に関する研究
◎井上健太（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、⾼野伸栄

17

11

公共⽂化施設おける合理的配慮の実践的研究
- アート NPO の事業展開⼿法に着⽬して ◎⼤沼亮太郎（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、坂⼝⼤洋

18

12

札幌・東京間の交通機関選択における運⾏安定性の影響に関する研究
◎荒屋⼤⻁（北海道⼤学⼤学院⼯学院）、⾼野伸栄

19

13

雪と寒さを活かした冬季観光ツアーの開発
-北海道中川町の地域創⽣に関する研究
◎⽇置友幸（中川町観光協会）、⾼橋直樹、菊⽥浩司、伊藤徳彦、冨⽥真未

20

14

琴似空中歩廊ブランドアッププロジェクト『ことにウォールえほん はじまり はじまり』
- 琴似エリアで過ごす未就学児のための通路空間の提案
◎道尾淳⼦（北海道科学⼤学 未来デザイン学部）

21

15
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１

散歩時の多様な活動に繋がる都市空間の活用資源に関する分析

小宮山 葵＊，森 傑＊＊，野村理恵＊＊＊
Aoi Komiyama＊，Suguru Mori＊＊ ，Rie Nomura＊＊＊

Keywords: ウォーキング，アメニティ，早朝，習慣，使いこなし
1.背景と目的

関係を図化した。この関係から、行為者が資源をどう活用 1

近年、健康や気分転換などを目的として散歩する人が、

したかにより資源は 6 つの「資源の性質」に分類される。

活発に活動する姿が多く見られ、彼らは都市の環境を自由

各散歩場面における資源を行為との関係を元に整理し、

に使いこなしている。本研究ではそのような人により活用

「資源への読み替え方」と「活用の能動性」で捉える（図

される空間・環境を資源と定義し、早朝の時間帯の都心部

1）
。
「資源への読み替え方」はモノから資源への読み替え、 5

にて散歩がどのように営まれているのかに注目することで、 「活用の能動性」はその資源に対して散歩者がどれ程能動
散歩中の環境の多様な使いこなしを分析し、都市にある環

的に活用しているかで捉える。これらを踏まえ、行為と活

境の活用資源としての可能性を見出すことを目的とする。

用資源の関係をみていく。

2.調査概要

4.まとめ

調査地は札幌市中心市街地に隣接し、市民が自由に利用

①通常とは異なる物の使い方や新たな解釈に基づく活用が、 10

でき、多くの散歩者の活動がみられる北海道大学札幌キャ

散歩者の活動を助け、能動的な環境の活用に繋がっている

ンパス、大通公園、中島公園とした。調査期間は 10 月 5

②資源は目印や境界などの手がかりとしても活用され、散

日から11月6日の約1か月間、
午前6時から午前8時まで、

歩者は環境の情報を自身の活動に合わせ捉え直している

各調査地の散歩の場面を 7 日ずつ写真と動画で記録した。

③広い狭い、開けた閉じたなど多様な場を、散歩者が活動

3.分析

に合わせて使いこなしており、各活動の質に影響している 15

散歩における環境の活用を「資源」と「活用行為」で捉

④季節や変化を感じる資源は、歩く行為以外の付加的活動

える。まず散歩場面から、活用される物理的・具体的な「モ

を引き出すきっかけとなり、幅広い行為を生み出している

ノ」と、それを活用する「行為」を取り出す。次に行為を

⑤共に活動、空間を共有する人も資源であり、活動をより

通して得られるモノの情報「資源」を導き出し、3 要素の

有意義にし、変化をもたらし、日課を作り出している

図 1 資源への読み替え方と活用の能動性からみる活用資源
＊
北海道大学大学院工学院
＊＊ 北海道大学大学院工学研究院
＊＊＊北海道大学大学院工学研究院

修士課程
教授・博士（工学）
准教授・博士（学術）
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１２３

公営住宅入居者の外出行動にみる地域交流の特徴
-人口約 5,000 人の北海道上士幌町を対象として-

澤田 昂彬＊, 森 傑＊＊, 野村 理恵＊＊＊
Takaaki Sawada＊, Suguru Mori＊＊, Rie Nomura＊＊＊

Keywords: 公営住宅, 市街地再編, 外出行動, 地域交流, 地方都市, 北海道
１．はじめに

「スーパー」
、
「役場・銀行・郵便局」などで顔見知りと交

近年、多くの地方都市で人口減少が深刻となり、老朽化

流する傾向があった。交流相手に進展するきっかけは家が

した公営住宅団地の適正規模化が大きな課題となっている。 近所, 昔の職場, 子育てなど個人によって様々であった。
本研究は、北海道上士幌町を対象とし、人が暮らしを営む

③不特定多数との交流や顔見知りとの交流が比較的少ない

公共施設である公営住宅の整備の課題と可能性を検討する

人は他者との交流が限定的になる傾向があった。
実際には、

土台として、公営住宅入居者（以下、入居者）の外出行動

顔見知りがいても自主的に声をかけないため交流が必要最

を通して地域交流の実態を把握することを目的とする。

低限である事例や、健康状態が悪いため唯一外出する病院

２．調査概要

等でのみ交流がある事例などがあった。
５．まとめ

上士幌町は公共施設の適正規模化に向けてまち中から徒
歩圏外にある公営住宅団地を解消し、まち中に小規模団地

本事例において町民の地域交流を支えているのは、日常

として段階的に再整備する計画を進めている。まず、アン

的に利用する場所がまち中に集約されている環境であるこ

ケート調査によって入居者の外出ならびに地域に対する関

とがわかった。町民どうしが日常の交流に進展するきっか

わりを把握し、ついでヒアリング調査によって詳細に個々

けは様々であるが、まち中に出かければ誰かに遭遇すると

の外出行動、地域交流およびその生活背景を調べた。

いう環境であるからこそ関係が維持されているといえる。

３．アンケート調査の分析

一方、健康状態によって外出に支障のある人は、医療・福
祉施設や自宅周辺で交流を維持していた。

アンケート調査では町内の公営住宅 290 戸から無作為抽
出した 151 戸のうち 87 戸の有効回答を得た。外出の目的

今後は、町と入居者の双方について住み替え前後に生じ

ごとに最も高い頻度で利用する場所をみてみると、町内に

る課題とそれに対する工夫と実践を調査し、まちのどのよ

おいて最も高い頻度で利用する場所には、外出の目的ごと

うな環境が入居者の生活の変化を支え得るのか、地方都市

に一部の場所に偏りがあることがわかった。また、それら

における市街地整備のあり方について検討していきたい。

の施設を最も高い頻度で利用すると回答した人は、それ以
表１ 地域空間の利用にみる交流

外の人に比べて、地域に対する関わりの回答項目数が平均
で 2 倍以上多かった。
４．ヒアリング調査の分析
被験者が日常的に利用する町内の場所ごとの交流をその
相手によって分類した。表１は交流相手が「不特定」＋「顔
見知り」, 「不特定」, 「顔見知り」の順に回答項目数の
多い被験者を左から順に並べたものである。ここから、上
士幌町における地域交流に以下の 3 つの傾向が読み取れる。
①「ふれあいプラザ」, 「
『わっか』
」, 「病院」, 「宗教
施設」では「不特定多数」との交流が比較的多くみられた。
これらの場所を日常的に利用する人は不特定多数との交流
が多くなる傾向にあった。これは顔見知りとの交流だけで
なく、新たに誰かと知り合う機会があるため、その後の日
常生活の中での交流につながりやすいからだと考える。
②不特定多数との交流機会が比較的少ない人は、
「道ばた」
、
＊
＊＊
＊＊＊

北海道大学大学院工学院 修士課程
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北海道大学大学院工学研究院 准教授・博（学）
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北海道の道の駅における空間構成のパターン化に関する分析

岩佐 樹＊，森 傑＊＊，野村理恵***
Itsuki Iwasa＊，Suguru Mori＊＊ ，Rie Nomura***

Keywords: 道の駅，空間構成，平面計画，パターン化，休憩施設
の配置計画の組み合わせにより「緩衝機能中心型」
「中心機

1.はじめに
本研究は、北海道内の道の駅について、主として平面計

能無設置型」
「販売機能中心型」
「緩衝機能機転型」の 4 つ

画に注目し、道の駅制度が開始されて以来、道の駅の空間

に分類し、類型毎に変遷の中で生じるパターン化を分析す

構成にどのような変化が起き、
定型をなしつつあるのか
（以

る（図 2）
。

下、パターン化）を明らかにすることを目的とする。

4.まとめ

2.調査概要

①販売や展示などの機能により、アトリウムやフードコー

北海道内の道の駅の中で調査協力の得られた 120 件を対

トが囲まれる平面形状をとるものから、それらが駐車場に

象に平面に関する資料を収集する。次に、調査結果をもと

対してリニアな平面形状をとるものへのパターン化。

に機能図を作成する。

②分棟で構成されるなど移動空間が多いものから、宿泊機

3.分析

能や入浴機能などの特徴的な機能をもち、それに則した平

機能図をもとに、道の駅の機能の配置計画上、重要だと

面をとるものへのパターン化。

考えられる 24 時間トイレ・緩衝機能・販売機能について、 ③幹線道路沿いに独立して配置されていたものから、地域
動線計画や他の機能との関係性に着目し、それぞれの配置

の既存施設と連携するものへのパターン化。

計画の性質毎に分類する（図 1）
。次に、前述の 3 つの機能

図 1 機能の配置計画の概形図とその特徴

図 2 北海道内の道の駅の類型毎の変遷
*
北海道大学大学院工学院
** 北海道大学大学院工学研究院
*** 北海道大学大学院工学研究院

修士課程
教授・博士（工）
准教授・博士（学）
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モバイル情報端末を利用した合流における相互行為の基礎的研究

藤塚 紫苑＊, 森 傑＊＊,野村 理恵＊＊＊
Shion Fujizuka＊, Suguru Mori＊＊, Rie Nomura＊＊＊

Keywords: 合流, SNS, 相互行為, 会話分析, コミュニケーション, 経路探索
カーは範囲をもって設定されることもあるため「点」
「線」 1

1.はじめに
本研究はスマートフォンなどのモバイル情報端末普及に

「面」の 3 つに分類し、プロセスも前後のアンカーとの関

伴い行われるようになったリアルタイムでの情報交換を伴

係によって 3 種類に分類した。以上の分類にもとづいたア

う合流において、その相互行為の特徴を明らかにすること

ンカーとプロセスの順序から展開方法のタイプは 4 つに大

を目的とする。現代のコミュニケーションツールと実空間

別される（図 1）
。

の関係を理解することは、社会的に共有される空間認識の

4.まとめ

作法を理解するための一助となると考える。

5

合流では複数回に渉って合流場所の目処が設定されるこ
とがあり、そのときの相互行為は 2 つに大別できる。

2.調査概要
大学生を対象に、インスタントメッセンジャー「LINE」

①向かうべき場所の目処を設定し、達成し次第詳細な場所

で実際に行われた合流に関わるメッセージのやりとりを収

を設定し直すなど、合流にむけた行動を進めながら位置情

集したところ、有効事例は 112 件であった。

報を一致させるために、段階的に合流場所を設定する。

3.分析

②既に合流場所が設定されていても、行動状況により合流

収集した事例は、合流場所が一度で決定されるもののみ

しやすい条件が変わった場合、合流場所が変更される。

ならず、向かうべき場所の目処が複数回に渉って設定され

いずれのケースにおいても、合流場所は合流するときの絶

るものも多くあった。そこで設定される場所をアンカー、

対的な指針となるのではなく、互いの位置情報や行動情報

アンカー間で行われる会話をプロセスとし、アンカーとプ

に合わせてその都度設定・変更されるものとして扱われて

ロセスの順序から相互行為の方法を分析した。なお、アン

おり、合流場所は条件化していると言える。

図 1 相互行為の展開方法
＊
北海道大学大学院工学院
修士課程
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＊＊ 北海道大学大学院工学研究院 教授・博士（工学）
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自治体の景観計画からみた観光資源としての道路景観の活用に関する課題

松田 泰明＊, 笠間 聡＊
Yasuaki Matsuda＊, Satoshi Kasama＊

Keywords: 景観計画，道路景観，観光資源，ドライブ観光
づく景観計画の全てとした．
調査方法は，
国土交通省の web

１．はじめに
魅力的な景観は重要な観光資源となる．なかでも道路か

情報をもとに景観計画を策定している都道府県と基礎自治

らの景観は，地域の印象に大きく影響する．このため，欧

体のホームページから調べ，584 件を収集した．

米を中心に観光資源としての道路景観を活かした施策も多

b) 北海道の景観計画に対するアンケート調査

い．しかし，日本では道路空間に対する景観配慮の不十分
さから，魅力ある地域景観が十分に生かされていない．

調査対象は 2019 年 10 月時点において，北海道内で策定
されている景観法に基づく景観計画のすべて（18 自治体）

これら課題の根源的原因としては，観光資源としての道

とし，北海道の協力を得て各自治体の景観担当セクション

路景観が地域のブランドの形成や観光振興へどのように影

へアンケート調査を行った．このうち，景観重要道路を指

響するのか，またその価値についての認識が十分ではない

定している自治体数は3，
指定のない自治体数は15である．

ことを指摘できる．

３．結果と考察

一方，直接的な原因としては国土・地域計画の視点から

a) 全国の景観計画の事例調査から得られた主な課題

の問題，すなわち道路の計画・設計や，自治体の景観計画，

・観光資源として十分に魅力ある道路景観を有し，ドライ

都市計画，土地利用計画，建築物・工作物等の規制・誘導，

ブ観光の盛んな地域であっても，景観重要道路の指定が

さらには観光施策などにおいて，道路景観の重要性が十分

少なかった．

に考慮されていないことが考えられる．この原因の一つに

・年度毎の計画数と景観重要道路の指定状況からみて，現

行政計画に道路景観の重要性が反映されていないことが考

状では，その指定が大きく増えることは期待しにくい．

えられる．

・景観重要道路の指定がなされていても，道路景観の保全

そこで本研究では，国土・地域計画の視点から，観光資
源としての道路景観を活かした観光まちづくりに向け，道
路景観の保全や活用に有効な手法である，景観法に基づく
景観計画を活用するにあたって，
現状の課題を明らかにし，
得られた課題を踏まえて観光資源マネジメントとしての景
観重要道路の指定に有効と考えられる方策の提示を試みた．
具体には，景観法に基づく景観計画について，全国すべ
ての事例を調査し，景観重要道路の指定状況を把握すると
ともに，その内容や観光資源として位置づけについて景観
計画を精査した．

や改善に関する具体の技術的対策等は十分に示されてい
なかった．
・特に景観改善に有効な手法である占用基準の制限に関し
ての記述が少ない．
・東京区部や神奈川県などの市街地は，景観重要道路の指
定割合が高いが，これは街路として位置付けと推測.
b) 北海道内の景観計画策定自治体への調査から得られた
主な課題と知見
・景観重要道路を指定することの意義についての理解度が
低かった.

また，これら事例調査の結果を検証するため，観光資源
となり得る魅力ある沿道景観を有しドライブ観光が盛んな

・参考となる先行自治体の事例が十分ではないことも景観
重要道路の指定が少ない理由の一つであった.

北海道を事例に，
景観計画を策定している自治体に対して， ・今後の指定の必要性を感じている自治体は全くなく（北
景観重要道路の指定に関わる経緯や現状の認識についてア

海道庁を除く）
，
現状のままでは今後その指定が増えるこ

ンケート調査を行い，観光資源としての道路景観の活用に

とは期待できない．

関する課題について考察した．

・景観策定の自治体内部も含めて，国や北海道の道路管理

２．既往研究と本研究の位置づけ

者との協議がほとんど行われていなかった.

a) 全国の景観計画の事例調査

・特にシーニックバイウェイなど，道路景観を活かした観

調査対象は2019年3月時点で策定されていた景観法に基
＊

光施策を担当している課室との協議は皆無であった.

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム
Scenic Landscape Research Team, Civil Research Institute for Cold Region, National Research and Development Agency
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送配電線の地中化計画および事業手法に関する欧米の事例調査
- デンマーク・英国・米国の事例から -

岩田 圭佑＊, 大部 裕次＊，松田 泰明＊
Keisuke Iwata＊, Yuji Oobu＊, Yasuaki Matsuda＊

Keywords: 送配電線, 地中化, 無電柱化, デンマーク, 英国, 米国
1．はじめに

(2) 英国｜事業者の主体的な地中化を促進する枠組み

日本では，市街地を対象とした電線類地中化は計画的に

英国のエネルギー独立規制機関である Office of Gas and

進められている．しかしながら，農村自然域を対象とした

Electricity Markets (Ofgem) が導入している，送電事業者を

送配電線の地中化は市街地と比べると極めて少なく，事業

対象とした収入上限方式を紹介し，事業者による主体的な

の制度や評価の仕組み，技術開発も進んでいない．

地中化を促進する仕組みの考え方を以下に示す．

一方，
日本よりも送配電線の地中化が進む欧米諸国では， ・この方式は，送電事業者が目標を達成または上回る効率
そのような制度・仕組み・技術の開発が進み，地域性を踏

で事業を実施した場合，一定の収益を報酬として受け取

まえた進め方や長期的ビジョンに基づいて送配電線の地中

ることができる投資・費用回収の枠組みである

化に取り組んでいる．

・安全性や信頼度，環境や景観への影響など，アウトプッ

そこで本報告では，日本の国土全体でみた送配電線の地
中化計画や事業検討に向けた基礎資料とするため，デンマ
ーク，英国，米国の送配電線地中化事業の報告書等を調査

トを重視した指標や基準を設定し，それらの達成状況に
応じて，送電事業者の収入上限を設定している
・送配電線のルート選定では，かつては架空式か地中化の

し，以下についての考え方を示す

いずれかの選択であったが，現在は部分的な地中化など

①送電線を架空から地中へ切り替える長期的なシナリオ

双方を併用したルート選定に取り組んでいる
(3) 米国｜事業効果の定量的評価の考え方

②事業者の主体的な地中化を促進するための枠組み
③事業効果の定量的評価の取り組み

米国バージニア州企業委員会（VSCC）により策定され
た「Placement of Utility Distribution Lines Underground」につ

2．事例調査の結果

いて紹介し，送配電線を架空にするべきか地中にするべき

(1) デンマーク｜送電線地中化の長期的シナリオ

かを判断する際の，経済的合理性だけに依らない事業効果

環境エネルギー省管轄下の公営企業 Energinet.dk により， の定量的評価の考え方について以下に示す．
地域の送電会社と協働で策定されたケーブルアクションプ

・費用対効果は最重要検討事項であるが，消費者負担と収

ラン（Cable Action Plan）について紹介し，架空送電線を地

入換算を比較するなど，地域や市民に対して，地中化に

中へ切り替える長期的なシナリオの考え方を以下に示す．

よる環境保全や景観向上が地中化の計画や資金調達に十

・ケーブルアクションプランでは，基本的なシナリオの場

分なメリットとなるケースを把握している

合，都市部では 2026 年，自然地域では 2041 年，他地域
では 2050 年までに全てを地中化する計画としている

・地中化により影響が及ぶ幅広い評価指標を設定し，経済
的影響と，環境，景観，技術，法的影響の考え方を明確

・シナリオの各段階における達成目標には，
「架空線の削減
延長」のように，数値の信頼性が高く，達成度合いを具

に示し，それらを構造化している
・評価に値する重要な影響を基準として選択している

体的に把握できる指標を策定している
・将来の社会的変化に対応するために「基本的な計画」と
「整備投資が加速化した場合の計画」の 2 つのシナリオ
を想定し，地中化への切替計画延長を設定している

3．まとめ
以上の計画思想とその進め方は，社会的背景や仕組みが
異なる日本においても有効な知見と考える．

・都市化地域，自然地域，国立公園といった地域区分や，

今後は，ここに示した国々がいずれも取り組んでいる関

400kv，150kv といった送電区分ごとに，全区間地中化～

係省庁や電力事業者，地域の協議体制や，日本における適

現状維持までの複数レベルのシナリオを検討している

用についても考察したい．

＊ 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム

Scenic Landscape Research Team, Civil Research Institute for Cold Region, National Research and Development Agency
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趣味縁から見た都心空間のジェントリフィケーションについて
～札幌創成エリアの事例を中心に～

加藤 康子＊
Keywords: 趣味縁、ジェントリフィケーション、遊休不動産、まちづくり、暫定利用
Ⅰ はじめに
趣味をテーマにした人のつながりを筆者は趣味縁と呼ん
でおり、そのリアルな活動場所である市民拠点や専門性の
高い個店の参入などの経緯を、札幌都心部を中心に観察し
ている。人々の興味関心という移ろいやすく脆弱とも言え
るつながりである趣味縁であるが、そこでは社会的認知度
の高くない領域のものや新奇性の高いもの、実験的なコン
テンツなどが次々に持ち込まれ、そうしたものに感度の高
い市民が集って活発に活動していた。2000 年代後半以降の
札幌都心部の場合、こうした趣味縁の場にはエリアによっ
て空間の利用形態にそれぞれの特徴が見られる。例えば大
通地区・札幌駅前通り地区では、市民有志やまちづくり会
社による拠点が、市場価値がつかない遊休不動産などに暫
定的に参入し、
市民の交流や創造の場とする姿が目立った。
だがそこに近接する創成エリアの場合、専門性の小規模な
個店という従来産業の枠内の形をとるものが多い。なぜ創
成エリアの場合は、このような形で趣味の活動の場が集積
していったのか。札幌市の地勢データと歴史による区割り
や建物の違い、参入した店舗の関係者への聞き取りから検
証を試みる。
Ⅱ 創成エリアとジェントリフィケーション
本研究が着目する創成エリアでは、近年はジェントリフ
ィケーションが進行中である。ジェントリフィケーション
（gentrification）という用語は 1964 年に Ruth Glass に
よって初めて使用された。ロンドンの労働者階級地域にミ
ドルクラスが侵入するようになり、みすぼらしい家屋群は
エレガントで高級な住宅街へと変貌していく。居住者階層
の上方移動が起こり、エリアのステータスや価値は上昇す
るが、元々の住民の大半が立ち退くことになる、というも
のである。近年の日本では、ジェントリフィケーションが
2015 年、
2016 年の日本都市社会学会の年度大会のテーマと
なり、2017 年の年報で特集が組まれた。50 年以上の歳月を
経て、国内外で新たな研究が今なお蓄積され続けている。
創成エリアにおいては、低層の軽工業や卸売業等の民家
が集積していたが、近年になって数軒をまとめて取り壊し
高層マンションに改築する動きが目立っている。
「札幌市の
地域構造-平成 31 年地域統計報告書-」によると、このエリ
アには、次のような特徴が見られる。
①生産年齢人口が主力（25～44 歳が 40.7％）
②男性住民の 86％以上が正職員
③約 8 割が第三次産業に従事
④共働き世帯が 40～45％
⑤78％が共同住宅（6 階建以上）に居住。
＊ 北海道大学大学院

41％が高層マンション（11 階建以上）に居住。
⑥半数近くが居住して 10 年未満（H27 年調査による）
近年新築されている中高層マンションの住民が急増し、
旧住民の数に迫っている実態が見える。エリアに残る軟石
造りの倉庫や工房などが改装され、新住民の好むような洒
落たカフェや居酒屋、小売店が次々と参入している。その
中に、筆者が呼ぶところの専門性、新奇性の高い趣味的な
店舗も散見されていた。
こうした店舗を利用しているのは、
聞き取りの結果、旧住民でも新住民でもなく、参入してき
た店舗の従来からの固定客が多いことが分かった。聞き取
り調査では、店主たちは創成エリアを好んで参入してきた
のではなく、個別の建物に惹かれて、もしくは家賃等の条
件で不動産会社に依頼して紹介されたのがその物件であっ
た、などの理由が多かった。顧客にとっては、その店でな
ければ接することが出来ないニッチな商品、もしくはそこ
でしか出来ない体験や出会いなどがあるため、都心であれ
ばどのエリアであろうと、路面店であろうと上層階であろ
うと確実に来訪して来ている、と筆者は推測している。こ
のエリアにおいては店舗の入れ替わりが速いため、本研究
では扱うのは 2010 年代後半に限定し、
エリアの具体的な統
計データや歴史、店舗の実情などを報告する。
Ⅲ まとめ
趣味縁というコンテンツが産業空間に着地するには堅
牢なフレームが望ましい、というのが筆者がエリアの比較
から得た仮設である。創成エリアの場合、既に他所で店舗
としての独自性や顧客を獲得した個人事業主等が、小売や
飲食の形態で参入していた。またエリアの歴史が、そこに
残る建物や景観を他エリアと差別化しており、家賃のみな
らずそうした要因もあいまって趣味をテーマにした空間利
用においても、独自の集積がなされたのではないか、と筆
者は推測している。
【参考文献】
・日本都市社会学会「日本都市社会学会年報」,35,1-86,2017
年.
・札幌市「札幌市の地域構造-平成 31 年地域統計報告書-」,
札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課,2019 年.
・Glass, R. 1964 “Aspects of Change,” Centre for Urban Studies
(ed.) London: Aspects of Change, xiii-xlii. ,London: Macgibbon
& Kee.

メディア・コミュニケーション研究院

HOKKAIDO UNIVERSITY, Research faculty of media and communication.
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Google Street View を用いた緑視率測定方法の検討

本間 理子＊, 愛甲 哲也＊＊
Riko Homma＊, Tetsuya Aikoh＊＊

Keywords: 都市緑化, 緑視率, Google Street View，AI
１．はじめに

で取得することができるインターフェース) を用い、プロ

街路樹や花壇などの都市における緑は、人々に安らぎや

グラムを組むことで一度に全ての写真を収集した。各地点

癒しなど様々な心理的効果をもたらす。中でも人の実感す

の緯度経度を出したほか、画角を 0°、水平視野を 90°、

る緑の量を測るには、視界に占める緑の割合(=緑視率)が有

方向を 4 方向(東西南北)に設定した。

効であることがわかってきた。したがって、仙台市や名古

得られた全ての写真の緑視率を、画像自動識別 AI

屋市など、緑視率を緑の指標として「緑の基本計画」に取

「DeepLab (Google, 2018)」を使用して算出した。そして各

り入れる例も増えてきた。

地点の緑視率は、1 地点につき大阪方式で複数方向撮影し

緑視率の測定は、
街路の緑を人の目線の高さから撮影し、 た写真、および GSV により収集した 4 方向の写真のそれ
方眼法や画像処理ソフトにより手動で緑視率を算出する方

ぞれの緑視率の平均値とした。

法が一般的であった。しかし、1 地点につき 1 方向、360

2 手法間の効率性、及びそれぞれにより収集した写真か

度方向、複数方向を撮影するなど方法にばらつきがあるこ

ら算出した各地点の緑視率を、写真と共に比較、分析を行

と、撮影が天候に左右されること、手間や時間がかかるこ

った。

と、測定者により結果に誤差が生じることなどいくつか課

３．結果及び考察

題がある(札幌市, 2004; 国土交通省, 2005; 大阪府, 2013)。
そ

大阪方式では計 350 枚の写真を撮影し、
計 30 時間程を要

れに対し近年は、より労力のかからない効率的な測定法と

した。GSV では各地点 4 枚ずつ計 292 枚の写真を、計 50

して Google Street View(以下、GSV)写真を使用し、さらに

分程で収集した。77 地点のうち、GSV が対応していなか

色の領域指定により緑を抽出する方法や、画像自動識別 AI

った 4 地点は除いた。

を用いた緑視率算出の研究もされ始めた(Li, 2015; 外崎,

各地点における緑視率を比較したところ、r=0.94

2010; Ye, 2018)。しかし、これらの方法と従来の方法との具

( p<0.001)と高い相関を示した。しかし、その緑視率の差

体的な精度および特徴の比較については研究されていない。 (GSV－大阪方式)の平均は—2.9%となり、73 地点のうち 58
本研究では、写真収集方法の効率化に着目し、これまで

地点において GSV 写真における緑視率が低くなった。

一般的だった現地での撮影法と、GSV を用いた手法の比較

低くなった地点において得られた写真の特徴の比較を行

を行った。そして、その効率性及び結果の特徴を明らかに

ったところ、緑との距離の遠さが共通して見られた。その

することを目的とした。

原因として、撮影視野が大阪方式は 53°であったのに対し、

２．方法

GSV は 90°と広く、GSV の写真はより緑との距離が遠く

札幌市が2004年に1枚ずつ緑視率調査を行った地点と同

なり値の低下に繋がったと考えられる。また撮影位置が大

じ都心部における 23 地点と、位置や道路形状、周囲の景観

阪方式は歩道から、GSV は車道からであったことからも、

を考慮して新たに追加した 54 地点の計 77 地点を調査地と

同様の結果に繋がった。また、GSV は撮影された日時指定

した。2013 年に大阪府が提案した方法(以下、大阪方式)に

ができないことから、車の映り込みにより緑が隠れた写真

したがい、各地点において複数方向の写真撮影を、2019 年

や、葉が少ない時期の写真が得られる例もみられた。

7～8 月の 9 日間に渡りに行った。日時として、明るい曇天

以上より、GSV はやや値が低くなる傾向がみられるもの

日の人通りの少ない午前 5 時～7 時を中心とした。また、

の、その効率性や従来の手法との相関性から、十分に有効

GSV については、Street View Image API(GSV の写真を、緯

であることが分かった。日時指定や、設定視野の検討によ

度経度、方向、視野など様々なパラメータを設定すること

り、さらに精度や有効性が向上することが期待される。

＊北海道大学大学院農学院

Graduate School of Agriculture、 Hokkaido University

＊＊北海道大学大学院農学研究院

Research Faculty of Agriculture、 Hokkaido University
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アドベンチャーツーリズムと縄文遺跡・アイヌ文化の活用―旭川市の例
佐賀彩美＊、原 文宏＊、 阿部正明＊
Ayami Saga＊, Fumihiro Hara＊, Masaaki Abe＊

Keywords:： アドベンチャーツーリズム、アイヌ文化、縄文文化
1. 背景と目的
日本全体、また北海道でも同様の傾向だが、インバウン
ド客に占める割合が10%程度と少ない欧米外客の増加に向
けて、ここ数年来アドベンチャーツーリズム（AT）が注目
されている。AT旅行者は、世界のアウトバウンド市場の60%
以上を占める、欧州と南北アメリカ地域からの旅行者の約
40%を占めている。1)。その経済規模は2017年には6,830億
ドル(約70兆円)に達しておりさらに伸び続けているとい
う2)。AT関係の団体を取り纏めているATTA（Adventure
Travel Trade Association）の定義によると、ATの具体的
内容をなすアドベンチャートラベルとは、
自然･アクティビ
ティ・文化（異文化の意味合いが強い）の３要素のうち２
要素以上を含む旅行形態とされる3)。従来のエコツアーや
ネーチャーツアーの一形態といえるが、多様なアクティビ
ティや文化を要素としているところが特徴的である。アク
ティビティのレベルも、家族連れ向けのソフトなものから
高所登山のようなハードなものまで広範囲に亘っている。
3)
本稿では、ATの自然を楽しむアクティビティの場として
申し分のない条件を備えた、大雪山国立公園のゲートウェ
イシティである旭川市を例として、ATの文化要素について
縄文遺跡、アイヌ文化の活用の可能性を検討する。
2. 欧米人のアイヌ文化への関心の高さ
道東を対象とした受託事業の関係で、外国人観光客の地
域内観光リソースへの関心度を知るため、2012 年に国内外
の外国人を対象にウェブ調査を実施した。その結果、アジ
アの国々の人々と比べて、欧米系の回答者のアイヌ文化へ
の関心は有意に高かった 4)。（有効回答数:98-欧米系 51/
アジア系 47、提示した 13 項目の観光リソースのうち、関
心の高い順に 5 項目を選んでもらった結果、アイヌ文化に
最も関心があると回答した人は欧米系 31%、アジア系 2%）
北海道観光振興機構の調査でもほぼ同様の傾向が確認され
ている 5)。この結果は、豊かな自然資源と合わせ、欧米系
観光客のアイヌ文化への関心の高さは来道への十分な牽引
力となりうることを示唆している。
3. 旭川市内の縄文遺跡とアイヌ文化
旭川市は、和人の入植以前は北海道最大の上川盆地と大
雪山系を源とする多くの河川など水資源にも恵まれ、ペ
ニウンクル（川上に・居る・人）と呼ばれていた上川アイ
ヌの人々の生活圏の一部だった。かつては人気の観光地だ
った神居古潭は、川の流れが速く、アイヌ時代は石狩方面
から舟で石狩川上流へ向かう際の難所だった。付近には魔
人伝説に関連する奇岩の数々や魔人と戦ったとされるアイ
ヌの神、サマイクルが住んでいたというカムイ岩、周辺の
ハイキングコース、擦文時代の 200 基以上の竪穴住居が
＊北海道開発技術センター Hokkaido Development Engineering Center
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確認されている神居古潭竪穴住居跡などがある。加えて、
アイヌ民族の聖地とされ、現在自然公園として整備、チセ
なども復元されている嵐山（チノミシリ）も重要である。
嵐山はアイヌ期だけでなく、石器時代から縄文を経てアイ
ヌ時代に至る遺物が継続的に発掘されている道内でも数少
ない場所である。さらに、市内には縄文、アイヌ文化の展
示が充実している旭川市博物館、日本最古の私設博物館で
ある川村カ子トアイヌ記念館もある。
4. 縄文文化からアイヌ文化に続くストーリー
ここ数年、縄文人の DNA ゲノムの解析が飛躍的に進み、
遺伝子的にはアイヌ民族は縄文人に最も近い人々であるこ
とは科学的に証明されている 6)、7)。また、縄文人が日本人
の先祖につながるということは誰しも否定しない。考古学
や人類学の議論は別として、自然との共生・感謝や送りの
文化、全てのものに魂を認めるアニミズムなどアイヌ文化
と縄文の精神文化も共通点が多い。さらに、このような精
神文化と、針供養や「もったいない」精神に代表される日
本文化との共通性も観光のストーリーとしては十分活用で
きると考える。ちなみに、この秋、北海道観光振興機構が
AT を想定した旅行商品造成のため企画、欧米人モニターが
参加した上川地域の視察旅行のプログラムに、大雪山登山
に加えて旭川市博物館、や川村カ子トアイヌ記念館、先述
した縄文・アイヌ文化の史跡やそのストーリーを組み込ん
だところ大変好評だった。現在、道内で生きたアイヌ文化
が残っている場所は少ないが、縄文遺跡は全道に 8,000 カ
所近くある。
民族共生象徴空間としてのウポポイが開館し、
アイヌ文化が注目される一方、来年には北海道・北東北の
縄文遺跡群の世界文化遺産指定の可能性も高い今、アイヌ
文化と縄文文化をつなぐストーリーやその遺跡を地域観光
振興に活用することも考えたい。
参考文献
1)UNWTO Tourism Highlights 2016-2018
2) 20 Adventure Travel Trends to Watch in 2018, ATTA
3) Global Report on Adventure Tourism, UNWTO & ATTA, 2014
4) 「釧路湿原・阿寒・摩周観光圏協議会における 2020 年オリンピック・
パラリンピックに向けた地方の「おもてなし」向上事業関する業務報告書」
、
観光庁 p.96、 2012
5)「他府県との比較分析調査事業報告書」
、北海道観光振興機構、p.95、2016
6) 神澤秀明、2015 「縄文人の核ゲノムから歴史を読み解く」 『生命
誌ジャーナル』87 号
https://www.brh.co.jp/publication/journal/087/research/1.html
7) 覚張隆史、2020「縄文人ゲノム解析から見えてきた東ユーラシアの人類
史」
、https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2020/6987/
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非平常時を考慮した札幌駅交流拠点の情報提供機能に関する研究

井上 健太＊, 高野伸栄＊＊
Kenta Inoue＊, Shin-ei Takano＊＊

Keywords: 交通結節点，情報提供機能，交流拠点，交通障害
1．はじめに

表 1 調査施設の一覧
関東地方

関西地方

上野駅，大宮駅，柏駅，川崎駅，
横浜駅，新横浜駅，町田駅，
二子玉川駅，調布駅，新宿駅，
渋谷駅，大崎駅，品川駅，
東京駅，浜松町駅，船橋駅，
千葉駅
TCAT，YCAT，バスタ新宿，
池袋サンシャインバスターミ
ナル，さいたま新都心バスター
ミナル

泉佐野駅，天王寺駅，新今宮
駅，梅田駅，豊中駅，蛍池駅，
京都駅，茨木市駅，高槻駅，
新大阪駅，大阪駅，
なんば駅，
阪神尼崎駅，西宮北口駅，
神戸駅，三宮駅

2016 年 12 月 22 日，
23 日に北海道地方は記録的に大雪に
見舞われた．総務省北海道管区行政評価局の実態調査 1）に

鉄道駅

よると，
新千歳空港では22日から24日で611 便が欠航し，
約 1 万 1,600 人の利用者が同空港内に滞留した．このよう
な多くの滞留者が発生した原因の 1 つとして航空便の運行
状況を把握できずに空港へ向かった利用客が多くいたこと
が挙げられている．

バスター
ミナル

一方で，札幌駅は JR，地下鉄，バスなどが結節する北海
道内最大の交通結節点であり，2030 年には北海道新幹線が

空港

成田国際空港，東京国際空港

OCAT

関西国際空港，
大阪国際空港，神戸空港

札幌まで延伸することが予定されている．その際には，バ
スターミナルの再開発と交流拠点の整備が予定されている．
以上のようなことから北海道最大の交通結節点であり，
新千歳空港へ向かう利用者も多い札幌駅において，北海道
特有の冬季の降雪による交通障害の際には航空便の運行情
報を含む適切な交通情報が提供される必要があると考える．
これまで伊藤ら 2）のように鉄道遅延時の情報提供と利用
者行動に関する研究は行われているものの具体的な設備の
検討と情報の内容に着目した研究は少ない．

3. 現地調査の報告及び結果
現地調査で調査した交通結節点の情報提供設備について，
提供されている情報の内容，設備の設置位置などの観点か
ら，ベストプラクティスになりうる設備の検討を行った．
それらの情報提供設備についての紹介を発表にて行う．
4. おわりに
本研究では，北海道新幹線札幌延伸後の札幌駅における

そこで，本研究は北海道新幹線開通後の札幌駅における
ベストプラクティスを踏まえた情報提供システムをデザイ
ンすることを目的とし，関東地方や関西地方の鉄道駅，空
港，バスターミナルといった交通結節点で情報提供設備に
関する現地調査を行った．

交通障害発生時を考慮した情報提供システムのデザインを
行うために関東地方と関西地方の交通結節点で現地調査を
行い，ベストプラクティスになりうる情報提供設備の検討
を行った．
今後は，交通事業者へ非平常時の情報提供に対する問題
意識を調査するアンケート調査を行い，現状の情報提供関

2．現地調査の概要

する設備，情報提供までのシステムの課題を明らかにし，

現地調査は関東地方の交通結節点については 2020 年 8

ベストプラクティスを踏まえた札幌駅の情報提供システム

月 17 日から 24 日にかけて，関西地方の交通結節点につい
ては 10 月 4 日から 6 日にかけて行った．
調査を行った施設
は表 1 に示す．調査目的は実際の交通結節点ではどのよう
な情報提供設備で情報提供が行われているかを調査するこ
とである．調査方法は徒歩による確認と 360 度カメラによ
る撮影である．
調査項目は，交通障害発生時のような非平常時の際の情
報提供として遅延情報が提供されているか，乗り換え先の
交通機関の運行情報が提供されているかなどである．
＊北海道大学大学院 工学院
＊＊北海道大学 公共政策学連携研究部
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のデザインの検討を進めていく．
参考文献
1） 総務省北海道管区行政評価局：道内空港の大雪対策に
関する実態調査-新千歳空港を中心として，2017.11
2） 伊藤 太郎，岡村 敏之，中村 文彦，王 鋭：首都圏遅
延発生時における利用者の情報提供に対する利用選好に関
する研究，土木学会論文集 D3，67 巻 5 号，p.657-667，2011
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公共文化施設おける合理的配慮の実践的研究
- アート NPO の事業展開手法に着目して -

大沼 亮太郎＊, 坂口 大洋＊＊
Ryotaro Onuma＊, Taiyo Sakaguchi＊＊

Keywords: 公共文化施設, 合理的配慮, アート NPO, 行動観察調査
1. はじめに
地方都市では、公共空間の選択性を担保するために合理
的配慮を様々なレベルで計画・実践していかなくてはなら
ない。また、公共文化施設においても合理的配慮は今後の
運営モデルを考える上でも重要な論点である。本研究は文
化活動を通して社会的課題の解決に取り組むアート NPO
の事業に着目し、文化活動における合理的配慮の実態を明
らかにするとともに、その拠点としての公共文化施設の可
能性と課題を検証することを目的とする。
図 1 事業計画のワークフロー

2. 研究手法
本研究ではアート NPO として活動するエイブルアート
ジャパンが関わる事業注1)を対象に、ヒアリングと行動観察
調査を用いて合理的配慮に関する評価を行なう。ヒアリン
グでは事業開催に至るまで、行動観察調査では公共文化施
設を事業会場として使用した際の合理的配慮の提供状況に
ついてそれぞれ明らかにする。
3. 事業計画時における合理的配慮
ヒアリングにより明らかにしたアート NPO の事業計画
のワークフローを図 1 に示す。アート NPO と文化事業団
が連携し、あらゆる当事者に情報を届けることで、幅広く
参加者を公募する。事業開催にあたり、アート NPO は参加
者との対話を通して、必要な配慮を事前に把握にすること
で、事業内容を調整していることから、合理的配慮の提供
がなされていると言える。

図 2 事業開催時の活動例

4. 事業開催時における合理的配慮

5. まとめ

行動観察調査により記録した人形を制作するワークショ
ップの活動例を図 2 に示す。[ ]内は関係者の動作を表す。
参加者は[屋外へ向かう][ピアノを演奏する][景色を見る]な

精神的負担となりうる。これらを踏まえ、利用者個々のニ

営者はそれぞれ連れ戻さず、[付添う]ことで事業の自由度

ーズへ応えるためには、法制度的に規定された従来の合理

を保証している。一つのことに集中力が持続しないという

的配慮に加え、本研究で示した提供者の主体的な働きかけ

参加者にとっての社会的障壁を、非過重負担の範囲で除去

から提供される配慮も公共文化施設における配慮として一

しているという点で合理的配慮であると言えるが、当事者

定の合理性を有するであろう。

(参加者)との対話は見られず、多くは配慮提供者の判断に

注釈

よるものである。つまり、参加者のニーズの申出・意思表

注1) SHIRO Atelier & Studio -ともにつくる芸術劇場-アトリエ&スタジオ「み
んなでつくるよ広場の人形劇」
（2019 年度仙台市文化プログラム採択事業）

明を受ける前に配慮が提供されている。
修士課程
教授・博士（工学）

ーズが生じる。また、合理的配慮の手続きである対話を行
なうために自身の障害を開示することは、当事者にとって

ど、[人形をつくる]とは異なる行動をとっているが、事業運

＊ 北海道大学大学院工学院
＊＊仙台高等専門学校総合工学科

公共文化施設では、利用者の特性や目的により多様なニ

Graduate Student, Graduate School of Eng., Hokkaido Univ.
Professor, Eng. Faculty of NIT Sendai College Dr. Eng.
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札幌・東京間の交通機関選択における運行安定性の影響に関する研究

荒屋 大虎＊, 高野 伸栄＊＊
Daigo Araya＊, Shin-ei Takano＊＊

Keywords: 交通機関選択，運行安定性，新幹線，LCC
１．はじめに

３．アンケート調査
1

2015 年現在，道央圏・関東南部間では 96.6% が航空便を

利用者の選好意識の実態把握と交通機関選択モデルの構

利用しているが，
航空便の中でも LCC の便とその他ではサ

築を目的に SP アンケート調査を実施した．北海道新幹線

ービスレベルや空港アクセスを含む総所要時間に差がある． の札幌延伸開業後を仮定して，移動の時間制約と交通機関
また，
北海道新幹線の札幌延伸開業が 2030 年度末に予定さ

の料金・所要時間・遅延運休便割合を設定した．

れており，旅客流動に変化が予想される．

LCCの航空便 90分
遅延運休:15-30%

交通機関の遅延や運休の頻度は様々であり，運行安定性
札幌駅

東京駅

羽田空港

20分

品川駅

LCC以外の航空便 90分
遅延運休:5-15%

安定性の影響を分析する．交通機関の運行実態の調査や，
利用者に対するアンケート調査を実施し，運行安定性の数
値指標が選択行動に与える影響に関して検討する．

新千歳空港
手続き等 60分

本研究では，札幌・東京間の交通機関選択における運行

80分

乗り継ぎ
30分

40分

は利用者の選択行動に大きく影響すると考えられる．

成田空港

新幹線 300分

札幌駅

上野駅
遅延運休:0%

図 1 交通機関の選択肢

２．交通機関の運行安定性の実態調査
本研究では，
定刻からの遅れが 30 分以上の場合を遅延と

して扱い，
遅延や運休が発生した便が全体に占める割合と， ４．交通機関選択モデルの構築
1 ヶ月後に予定された札幌・東京間の移動における『LCC
遅延や運休が 1 便以上発生した日の割合を，運行安定性の
数値指標として用いる．これらは所要時間の不確実性を表

の航空便』
『LCC 以外の航空便』
『北海道新幹線』からの交

すものであり，値の大きさは運行安定性の低さを指す．

通機関選択モデルを構築した．モデルは時間制約ごとに構

航空便の運行履歴は Web サイト2からのスクレイピング

築し，順位づけデータを複数の択一データに分割するラン
クロジットモデルを採用した．

により取得し，新幹線の運行履歴は鉄道運輸機構の報告書3
に記載された東京・新函館北斗間の値を用いて検討した．

料金は時間制約によらず有意となったが，遅延運休便割

LCC の航空便は他の便と比べて運行安定性が低く，新幹

合は時間制約が強い場合には有意水準を満たさなかった．
時間的な制約が強い時には特定の交通機関が選択される傾

線は航空便と比べて運行安定性が非常に高い．

向が強まり，運行安定性の数値指標による影響が小さくな
っていると考えられる．

表 1 交通機関の運行安定性
遅延運休便割合

遅延運休発生日数割合

LCCの航空便

19.7%

97%

LCC以外の航空便

6.1%

86%

北海道新幹線

−

3.3%

表 2 パラメータ推定結果

【集計期間】航空便: 2019/10/26〜20/1/10 (内74日間)
新幹線: 2016年度

1

国土交通省 全国幹線旅客順流動調査 第 6 回(2015 年度) (2019)
NAVITIME 航空便運行情報 https://www.navitime/co.jp (2020/1/10)
3
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線(新函館(仮称)・
札幌間)事業に関する再評価報告書 (2018)
2

＊ 北海道大学大学院工学院
＊＊ 北海道大学公共政策学連携研究部
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雪と寒さを活かした冬季観光ツアーの開発
-北海道中川町の地域創生に関する研究-

日置 友幸＊, 高橋 直樹＊＊, 菊田 浩司＊＊＊, 伊藤 徳彦＊＊＊＊, 冨田 真未＊＊＊＊
Tomoyuki Hioki＊, Naoki Takahashi＊＊, Kouji Kikuta＊＊＊, Norihiko Ito＊＊＊＊,Mami Tomita＊＊＊＊

Keywords: 地域創生, 観光, テストツアー, エコモビリティ

1．はじめに
北海道中川町では、｢中川町まち・ひと・しごと
総合戦略(以下、中川町総合戦略）」をふまえて、平
成 28 年度に中川町・中川町商工会・中川町観光協
会・東京都世田谷区・下高井戸商店街振組合（世田
谷区）・日本大学文理学部（世田谷区）の 6 者から
なる「中川町交流情報発信拠点施設運営協議会（以
下、協議会）」を設置し、平成 28 年度に東京都世
田谷区下高井戸に「中川町交流情報発信拠点施設
(以下、サテライト）」を整備し、定住人口・交流
人口・関係人口の拡大に向けた各種の取組みを行っ
ている。その取組みの一つとして、平成 28 年度か
ら都市住民を対象とした雪と寒さを活かした冬季
観光ツアーの開発に取り組んでいる。
本稿では、平成 28 年度に協議会が主催した冬季
観光テストツアーの概要と、参加者へのアンケート
調査にもとづくテストツアーの課題と対応につい
て報告する。

み合わせて、テストツアーを開発することとした。
平成 28 年度のテストツアーの行程は下表のとおり
である。サテライトやインターネット・SNS などを
通じて告知を行い、世田谷区・杉並区・川崎市・大
阪市・静岡市などから、募集定員上限となる 16 名
の参加を得た。北海道新聞など多数のメディアに記
事掲載された。
3．テストツアーの課題と対応
ツアーの改善に向けて、参加者 16 名に対して、
自由記述形式のアンケート調査(10 設問)を行った。
3-1.ツアー全般についての感想・意見
アンケートから、｢全てが楽しかった」｢おもてな
しが良かった」｢参加者同士が仲良くなれる丁度良
い人数」など、今回のツアーに対して参加者から大
変良い評価を得た。今後は、体験メニューやおもて
なしを一層充実・洗練させることが重要とわかった。
また、｢楽しませて頂いたので、宣伝のお手伝いができた
らいい」という感想・意見をふまえて、このようなツアー
を継続して実施し、多くの都市住民に中川町ファンになっ
てもらうとともに、SNS を通じた中川町やツアーの PR 活
動に協力してもらうことも重要とわかった。
3-2.適正と考えるツアー価格
アンケートから、参加者がツアーに参加して適正と考え
たツアー価格は平均 61,300 円とわかった。一方、この度の
ツアーの実費用（自転車代、ガイド・スタッフ人件費含ま
ず）は 106,000 円であった。｢どれも楽しかったが、メニュ
ーが多すぎ」という意見があるとおり、体験メニューの盛
りだくさんであったことから、今後はメニューを減らして
実費用を下げることや、国や北海道の補助金などを得て費
用をカバーすることも重要とわかった。
3-3.ケーススタディによる検証
羽田空港を発着とする中川町 2 泊 3 日のケーススタディ
では、交通費・宿泊費が一人 56,600 円であり、都市住民に
都会の喧騒を逃れてカヌー・フィッシング・焚き火で週末
をのんびり過ごすライフスタイルの提案も重要と考える。
4．おわりに

2．平成 28 年度テストツアーの概要
協議会で「IMA ある資源」｢中川モノ」｢マニアの
滞在型観光」｢やって来て、体験・食して、持ち帰
り」の重要性が指摘されるなか、｢雪・寒さ・しば
れ」｢化石」｢天塩川」｢星空」「森林」｢エコモビリ
ティ」という中川町を体現する資源キーワードを組
表. 平成 28 年度テストツアーの行程
日

程

一日目
2/24
(金)

内

容

羽田空港発⇒旭川空港着【以降バス移動】
→旭山動物園→旭川市発／中川町着→歓迎会
(夕食)→中川町公共温泉ポンピラ・アクアリズ
ィング(宿泊)
中川町エコミュージアムセンター見学・化石

二日目
2/25
(土)

研磨室体験・そば打ち体験(昼食)→スノーサ
イクリング体験→北海道立林業試験場道北
支場内のスノーシューによる雪上散歩→交
流会(夕食)→中川町公共温泉ポンピラ・アク
アリズィング(宿泊)

三日目

アンケートでは、｢まだまだ遊べそう」｢都会のアウトド

スノーモービル体験・除雪車体験試乗

2/26

→中川町きこり祭り見学(昼食)

(日)

→中川町発／旭川空港着⇒羽田空港着

アマンに人気が出そう」などの意見もあり、観光地として
のブランド形成も重要と考える。第 2 期中川町総合戦略の
下に冬季観光ツアーは開発継続中である。

*中川町観光協会 Nakagawa Town Tourism Association，**中川町 Nakagawa Town，***中川町商工会 Nakagawa Town Chamber of Commerce and
Industry，****北海道開発技術センター Hokkaido Development Enginering Center
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琴似空中歩廊ブランドアッププロジェクト『ことにウォールえほん はじまり はじまり』
- 琴似エリアで過ごす未就学児のための通路空間の提案

道尾 淳子＊
Junko Michio＊

Keywords: パブリック空間、子どもの遊び場、お散歩、物語性、域学連携
「琴似空中歩廊」
（以下「歩廊」
）は、1989 年、JR 琴似駅

ヨーカドー琴似店」の面する区間で、
「エトピリカ・ウォー

周辺エリアの再開発事業を機に、商業施設等の民間所有者

ク」と名付けた。エトピリカのヒナの成長物語を３シーン

の連携によって建物２階部に設置された駅直結、総距離約

で構成し、水陸空を巧みに移動したり、成長や季節で容姿

。2018 年４月、
1km のパブリックな通路空間である［図１］

を変化させる不思議な特性を表した。
イラストは二期連続、

株式会社コーポレーション・ミヤ（札幌市西区）より北海

ナカガワナオ氏との協働である［図３］
。

道科学大学に、
「JR 琴似駅直結空中歩廊を元気にするプロ
ジェクト（第二期）
」への協力要請があり、当地域デザイン
研究室が参画することになった。同年７月開催の第一回会
合は、札幌市立大学デザイン学部、千歳科学技術大学理工
学部も参加してプロジェクト内容が議論され、その後の検
討で、2018 年度以降の具体的な実施内容は当研究室が企画
する『ことにウォールえほん』が採用された。第一期は 2019
年 10 月、第二期は 2020 年 10 月に竣工している。
先行の 2015 年度「JR 琴似駅直結空中歩廊を元気にする

図１．琴似空中歩廊

プロジェクト（第一期）
」において札幌市立大学により歩廊
マップが作成された際に、歩廊のランドマークとして「７
つの動物」
［図２］が設定され、複雑な歩廊の連なりの交差

図２．歩廊のランドマーク・７つの飛ぶ動物

部に案内サインとして表示された。これら動物には空中に

図３．
『ことにウォールえほん』第一期・第二期

かけて北海道にゆかりのある「飛ぶ動物」がセレクトされ
ている。2018 年度の当研究室の提案は、歩廊のユーザータ
ーゲットを「保育園児と保育者」及び「未就学児と保護者」
として、これらランドマークの認知度を高めるため、歩廊
の各区間に棲む７つの動物の物語を壁絵本として描くこと
とした。テーマ動物のユニークさを伝えるためのシーン構
成を検討し、各動物をおおよそ実物大のサイズで描く。ま
た、動物の鳴き声や擬態語等を文字表記して、子どもたち
が音読して、あるいは、通行する人も黙読して楽しむこと
ができる。シーン間を歩き、読み手が自ら移動することで
物語が展開する。壁面が子どもたちにとって読み物になる
だけでなく、壁面の絵に触れて遊んで欲しいという想いか
ら、耐久性のある素材と施工方法を検討した。
第一期の対象は「コトニ３・１ビル」の面する区間で、
「タンチョウ・ウォーク」と名付けた。タンチョウのヒナ
の成長とそれを見守る親鳥の物語を３シーンで構成した。
イラストは札幌在住のイラストレーター兼アニメーターの
ナカガワナオ氏との協働である。第二期の対象は「イトー
＊北海道科学大学未来デザイン学部メディアデザイン学科・Department of Media Arts and Design, Faculty of Future Design ,
Hokkaido University of Science
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手稲歩く観光・教育研修ルート創造プロジェクト『HUSpectacle-手稲行列-』
- 大学生と教職員と地域住民が大学拠点エリアの地域資源を巡り歩くアウトドアアクティビティの提案

道尾 淳子＊
Junko Michio＊

Keywords: 若年層と地域社会、域学連携、歩く道、アウトドアアクティビティ、光景づくり
北道科学大学の教職員を起点に学内外の人や企業等が連

の国際救難色より発想を得たオレンジをテーマカラーに、

携し地域活動等の取組みを行う「北海道科学大学組織横断

学生・教職員・地域住民ら参加者が、仮装ワークショップ、

型活動推進プロジェクト（+PIT: Professional Innovation

仮装パレード、サバイバル講座に取り組む。また、パレー

Team）
」
（2018 年度開設）において、筆者代表の「手稲歩く

ド後半は低山登山とはいえ本格的な登山体験となる手稲山

観光・教育研修ルート創造プロジェクト」が採択された。

登頂を目指す。2019 年度はプロジェクト関係者によるプレ

当プロジェクトの目的は、下記①〜③をもって、主に本学

実施、2020 年度はコロナ禍につき学内関係者による縮小版

学生や地域住民にとっての、札幌市手稲エリアの地域資源

実施［図２］となったが、2021 年度以降は一般参加を募り、

の認知度向上と、身近な地域を歩く滞在型観光及び歩く生

手稲エリアの新・秋の風物詩になるような、参加者が手稲

活習慣化への動機づけを誘発することである。

エリア特有の場所に帰属する思い出を共有し得るような光

① 手稲エリアの主要観光スポットと JR 手稲駅・本学キャ

景（spectacle）づくりを行なっていきたい。

ンパスを含む片道約 17km の歩くルートの開発
② ①ルートを利用した定例ウォーク等の教育研修プログ
ラムの考案と実践
③ ①ルート上の地域資源を紹介する観光プロモーション
コンテンツの制作と配信
上記①について、本学の立地は、手稲区の観光スポット
第１位「サッポロテイネ」
（加森観光株式会社）のある「手
稲山（標高 1,023m）
」と、第２位「前田森林公園」
（公益財
団法人札幌市公園緑化協会）を繋ぐ東西方向の一直線上に
位置しているが、直交方向を行く高速道路、幹線道路、JR
線、
河川で分断され、
スポット間の公共交通は不便であり、
地域一体の地域資源活用や保全活動は行われていない。し

図１．
『HUSpecatacle-手稲行列-2020』フライヤー
図２．
『HUSpecatacle-手稲行列-2020』実施風景

たがって当プロジェクトでは、手稲山麓の民間登山道・自
然歩道と、市街地に整備されている緑道・都市公園という
歩く道の連なりを「RouteTEINE」と名付けて、このルート
上で行う大学主催の定例行事を小規模から実践する、いわ
ゆるプレイスメイキングを上記②として試みた。
大学生含む若年層は、散歩等運動や外出機会が多世代よ
り少なく健康意識も低い。防災教育で提言される帰宅困難
者にならないための約 20km を歩き続ける体力づくりにち
なみ、①ルートより私有地・社有地含む 20km コースを設
定して、手稲山の標高にかけた区公式記念日 10 月 23 日の
「手稲山の日」に『HUSpectacle-手稲行列-』というパレー
ドを企画運営する［図１］
。エリア特産品のかぼちゃ「大浜
みやこ」と登山時や防災時に活用できるサバイバルシート
＊北海道科学大学未来デザイン学部メディアデザイン学科・Department of Media Arts and Design, Faculty of Future Design ,
Hokkaido University of Science
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2020 年度
⽇本都市計画学会北海道⽀部研究発表会
実⾏委員会

