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はじめに 

                           国土文化研究所長 加納敏行 

 

国土文化研究所は、株式会社建設技術研究所（CTI）グループのシンクタンクとして、研

究開発、地域・社会貢献活動、及び社会への情報発信の 3つの役割を担っています。 

 

研究開発につきましては、国土文化研究所は職員の皆さんが日々の業務を遂行するに際

して一つの指標となりうるような、また結果として会社が中長期的に安定した経営を維持

していくことができるような次世代に向けての研究開発を行っています。 

このため、人間・情報・環境・健康・エネルギー・素材等に関する基礎的な研究から、歴

史・地域・文化に関する研究、さらには次世代のインフラ政策の研究などの広範なテーマで

の研究（直接、事業に結びつくものばかりではありませんが）を実施しています。 

 

かつて下河辺淳氏は総合研究開発機構研究報告書「水と人とのかかわりに関する研究」の中で、“単一

の価値観に基づく効率至上主義の国土整備が曲り角にきたこともまた確かなようである。国土の基本的

なバランスが崩れつつある。国土、そして国土と人との関係における大きな転換期を迎えた現在、われ

われは未来にどのような国土を残すかという岐路に立ち、その選択に重大な責任を負っている”と述べて

います。 

もう 25年以上も前のことです。 

背景には、首都圏への一極集中と農山村や地方都市の人口流出、過疎化、少子高齢化、森林荒廃、水・

土砂災害の頻発、中心市街地の衰退、自然とのかかわりの中で育まれてきた習慣や伝統の崩壊、地域固

有の文化の喪失などがありました。 

さらに昨今は、人々の生きづらさの増大、ある種の欠乏感、家族との関わり・他人との関わり・地域

との関わり・自然との関わりの希薄化、心のバランスをうまくとることに苦慮している人々の増大とい

った問題も現れてきているように思います。 

地方も行き詰っていますが、都市も行き詰っています。 

  これらの問題は全て国土基盤に起因するものばかりではありませんが、人々の生活や活動を支える

様々な国土基盤に関するプランニングやコンサルティングを担う私たちも、業務を遂行する上で常に念

頭に置いておかなければならないことであるように思います。 

『文化』とは、作家司馬遼太郎によれば“それにくるまれていて安らぐもの・楽しいもの”です。 

まさに今われわれに必要とされているのは、国土基盤に『文化』の視点を忘れないことだと思います。 

 

本年次報告には、2016年度に実施した 7つのテーマについての研究報告を掲載しました。

いずれも国土文化研究所のキャッチフレーズである『心の豊かさを醸成できる空間の創出』

に向けて、研究顧問や客員研究員の方々の御協力もいただきながらその成果を纏めたもの

です。 



 

地域・社会貢献活動では、本社が所在する東京都中央区の日本橋地域の団体、企業などと

協働で「江戸東京再発見コンソーシアム」を立ち上げるなど、様々な活動を行っています。 

2009年から有料運航を開始した「お江戸日本橋舟めぐり」は、すでに累計参加者数が 1万

3千人を超えています。わずか 10人乗りの小さな電気ボート 1隻による活動ですが、建設

コンサルタント企業の社会的責任として、都市の成り立ちや防災、環境などを多くの皆さん

と一緒に考える場を提供するためのより大きな活動となるよう、今後も継続していきたい

と考えています。 

 

社会への情報発信としては、出版事業やセミナー開催などを実施しています。 

2016 年には「気候変動下の水・土砂災害適応策―社会実装に向けて―」と「鉄道駅の美

しさ～日本の駅、ヨーロッパの駅～」の 2冊の書籍を発刊しました。また中央区役所の協力

も得て「“いのち”をつなぐみんなの防災」をテーマにオープンセミナーを開催しました。 

 

本年次報告書を是非ご覧いただき、忌憚のない御意見をお寄せいただければ幸いです。 
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研究報告 
 

研究報告要旨  

 

人口減少社会における都市構造の再編とインフラ維持管理の在り方に関する研究 

～中山間地・離島における「小さな拠点」形成の検討～ 

Study on restructuring urban form and infrastructure management in population decline society 

 

 

本研究では「国土のグランドデザイン 2050」に示されている「小さな拠点」形成の可能性を検討した．中山間地における

「小さな拠点」形成として，熊本県上益城郡山都町を対象として，中山間地域における生活の質（Quality of Life：QOL）維

持・向上を目指した居住地移転の最適タイミング・集約先の選定について，集約先を与件として，山都町居住者のQOL合

計値を最大化する集約先となる地区以外から集約先への移転のタイミングを分析した．離島における「小さな拠点」形成と

して，長崎県壱岐市を対象として，QOL と防災力の向上を目指した「小さな拠点」形成のための生活サービス施設・居住

地集約策について，「趨勢」「生活サービス施設集約」「生活サービス施設＋居住地集約」シナリオを対象に費用便益分析

を行った． 

 

アジア地域の社会経済情勢の変化に伴うインフラ市場への影響及び対応策研究 

A Study on adaptation strategies on impacts of Asia Region’s socio-economic changes on infrastructure market 

 

 

平成 28 年度は初年度として，1）1997 年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のインフラ市場の変動のレビュー及び

地域的レベルでの経済攪乱が ODA 分野を中心としたインフラ市場に与えた影響の整理，2）今後拡大が見込まれる JBIC

案件でのインフラ市場の動向のヒアリング，3）TPP 実施を想定した WTO ルール導入時の経緯の調査・資料整理，等を実

施した．アジア通貨危機の影響については，一人あたり GDP が 60%低下したインドネシアですら 3 年程度で ODA 案件は

通貨危機以前の状況に回復し，40%低下したタイでは影響は 1 年のみで，25%低下したフィリピンでは影響は殆どみられず，

中期的な ODA の趨勢には大きな影響がなかった．JBIC 案件についてはアジア通貨危機の際は新宮沢構想によるセクタ

ーローンが急拡大したが，近年の承諾額増加は資源案件が主体であるが，水関係案件，交通案件等インフラ案件の動向

は更なる精査が必要である．TPPについては国際政治の動向を踏まえた調査方針の再検討が必要である． 

 

移動を考慮したモビリティと道路空間の関係に関する基礎考察 

A study on the relationship between mobility and road space 

   

 
近年，パーソナルモビリティと呼ばれる多様な乗り物が出現してきている．これらは，わが国の社会環境の変化を背景に

した，人々の新たな移動需要に対する手段の選択肢として期待されるものと考えられる．しかしながら，現行の法制度では，

公道を走行できないものが存在するのが実情である． 

本論文は，このような課題を技術面から解決するため，多様なモビリティの通行空間のあり方について，議論することの

必要性について論ずるものである． 

 

子どもを育む都市部における水辺環境に関する研究 

The study of growing up children with riverside in urban areas 

 

 
OECDの調査では，我が国の孤独を感じる子どもの割合は約30%に達し，他国と比べて突出して高くなっている．その一

因として，子どもが外で遊べる環境が激減し，それとともに心身の成長につながる自然体験の機会が大幅に減少している

ことが挙げられる． 

一方，遊び場を内包する社会資本整備のあり方に目を向けると，従来の計画・設計では治水等の主要な目的に対する

機能や強度，安全性の確保等が重視され，そこでの遊び体験による心身の育成効果といった子ども目線の要素について

は触れられていないのが実状である． 

この課題に対して，本研究では子どもの水辺活動時の『発話』を収集・分析し，水辺体験で育まれる力と，それらに必要

な水辺環境条件をとりまとめた．さらに，そのような水辺環境での活動を支援するため，子どもに同行する親を対象とした情

報提供ツール（遊び方や安全管理に関わる留意事項を盛り込んだリーフレット）の開発を行った． 
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鉄道駅の景観デザインとしてのアート、広告、サイン 

Art, advertisements and signs as a part of aesthetic design of railway stations 

    

 
Travel by railways is now more popular than it has been several years ago. Since 1980s, railways and rail architecture 

have been experiencing “station renaissance”. As a result, many new stations have been built and historical stations have 

been refurbished, upgraded and developed. Stations containing transportation function, along with various additional 

functions, have become more user-friendly, satisfying many needs and embracing aesthetics. Aesthetic factors include such 

visual images as space, light, scale, and details of the railway. It also embraces the landmarks, brand design of the operator, 

public art and sign, commercial activity, and advertising. Among these factors art is very significant because it adds an 

additional – cultural value to station facility. Advertisements, as a source of additional income, can be also a part of interior 

design. Signs, which provide necessary information, are also visual component of station design. 

This paper explains the comprehensive concept of aesthetics of railways and particularly focuses on the implementation of 

art, advertisements and signs on the examples of railway stations in Europe and Japan. 

 

元気な地域づくりに河川はどう役立つか？ 

川を活かした地域再生による社会と企業の価値共創研究 

Study on creating shared value in regional revitalization through collaborative river restoration 
 

本研究は，未来の社会変化を踏まえた地域再生に果たす河川の価値について，当社が事務局を共同運営する「日本

河川・流域再生ネットワーク(JRRN)」で培った知見も活用し考察するものである．また，社会課題の解決と企業活動の双方

に寄与する共有価値創造の視点から，地域再生に寄与する川づくりの更なる推進に向けた企業の貢献のあり方を検討す

るものである． 

本稿では，これまでの河川利用の歴史を踏まえた地域再生に果たす河川の価値の考え方と仮説，川を活かした地域づ

くりの実践活動として2016年のJRRN活動概要，及び地域協働による川づくりの推進に向けた企業の貢献領域を示すととも

に，研究2年目となる2017年の取組みの概要を紹介する．  

 

文化財防災の研究 

Study on technique for safeguarding culture assets against earthquake fire 

    

 

我が国では、近年、大規模な地震による甚大な被害を受けており、津波や地震火災等により、多くの文化財についても

損傷を受けている。京都では、世界遺産をはじめ、多くの文化財を有しており、地震火災から文化財の焼失を防ぐことが文

化財防災のひとつのテーマとなっている。 

本論文は，地震火災から文化財を守るための取り組みとして、当社が事務局を行っている「地震火災から文化財を守る

協議会」の取り組みを紹介したものである。 
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人口減少社会における都市構造の再編と 

インフラ維持管理の在り方に関する研究 
 

～中山間地・離島における「小さな拠点」形成の検討～ 
 

加知 範康1 

 
1博士（環境学） 国土文化研究所 客員研究員 株式会社建設技術研究所 

九州大学大学院 助教 工学研究院 附属アジア防災研究センター 

（〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744） 

E-mail:kachi@doc.kyushu-u.ac.jp 

 

本研究では「国土のグランドデザイン2050」に示されている「小さな拠点」形成の可能性を検討した．

中山間地における「小さな拠点」形成として，熊本県上益城郡山都町を対象として，中山間地域における

生活の質（Quality of Life：QOL）維持・向上を目指した居住地移転の最適タイミング・集約先の選定につ

いて，集約先を与件として，山都町居住者のQOL合計値を最大化する集約先となる地区以外から集約先へ

の移転のタイミングを分析した．離島における「小さな拠点」形成として，長崎県壱岐市を対象として，

QOLと防災力の向上を目指した「小さな拠点」形成のための生活サービス施設・居住地集約策について，

「趨勢」「生活サービス施設集約」「生活サービス施設＋居住地集約」シナリオを対象に費用便益分析を

行った． 

 

     Key Words : restructuring urban form, small core area, residential quality of life, cost benefit analysis 

 

 

1. はじめに 

 

（1）本研究の背景と目的 

人口減少と高齢化が進行する状況下において，人口減

少そのものよりも「税収が減ることによる地方自治体の

財政の逼迫に伴う都市施設撤退による生活の質（Quality 

Of Life：QOL）の低下により，居住不可能な状況をもた

らすこと」が問題であり，QOL を維持・向上させる施

策が求められる．今後 QOL の低下が続けば，住民が利

便性の高い市町村へ移転し，地方自治体の消滅に繋がる

可能性がある．このような状況を回避するために，行政

コストの縮減を目指し，中山間地・離島での「小さな拠

点」形成 1)の検討が進められている（図-1）．これは，

人口減少の進む過疎地域等において，持続可能な集落づ

くりを図るため，商店・診療所等の日常生活に不可欠な

施設・機能や地域活動を行う場を集めた小さな拠点と周

辺集落とを公共交通機関で繋ぐものである． 

本研究では「小さな拠点」形成の対象となる中山間地

と離島を対象として「小さな拠点」形成の可能性を検討

する．まず，中山間地として，熊本県上益城郡山都町を

対象に，中山間地域における QOL 維持・向上を目指し

た居住地移転の最適タイミング・集約先の選定について，

集約先を与件として，山都町居住者の QOL 合計値を最

大化する集約先となる地区以外から集約先への移転のタ

イミングを分析する．次に，離島として，長崎県壱岐市

を対象に，QOL と防災力の向上を目指した「小さな拠

点」形成のための生活サービス施設・居住地集約策につ

いて，「趨勢」「生活サービス施設集約」「生活サービ

ス施設＋居住地集約」シナリオを対象に費用便益分析を

行う． 

 

 

図-1 「小さな拠点」形成のイメージ 1) 
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(2) 本研究の特徴 

本研究の主な特徴は次の 2点である．既存研究の多く
2)が，現時点での都市施設（生活サービス施設）の配置

から集約・撤退地域を選定しており，将来の人口減少に

伴う都市施設（生活サービス施設）撤退を考慮したもの

は少なく，本研究のように都市施設（生活サービス施設）

撤退に伴う QOL の変化を考慮した上で，居住地の集約

化を検討しているものは見当たらない．また，建物単位

での居住者の個人・世帯属性を把握することができるマ

イクロジオデータ 3)を活用することにより，詳細に地域

の QOL（特に，都市施設へのアクセス性）を算出して

いる点である． 

 

2. 中山間地における「小さな拠点」形成の検討-

熊本県上益城郡山都町- 

 

(1) 熊本県上益城郡山都町の概要 

山都町は，2005年に矢部町，清和村，蘇陽町が合併し

て誕生し，7割以上が森林地帯である（図-2，表-1）． 

  

 

図-2 山都町におけるインフラと人口分布 

 

表-1 山都町の基本情報 

項目 値 

面積( km²) 544.83 

総人口(人) 15,346  

人口密度(人/km²) 28.2 

小地域数 99 

 

(2) QOLの時間変化の算出方法 

(a) 拠点区域の設定 

居住地集約策における拠点区域は，各市町村の都市計

画やまちづくり総合計画を参考に設定する． 

(b) 撤退する都市施設の選定 

将来の人口減少に伴い撤退する都市施設を，以下の手順

に従い選定する． 

① 将来人口推計：本研究では人口問題研究所の方法を

参考に，コーホート変化率法により小地域ごとに人口を

推計する． 

② 維持可能な都市施設数の推計：都市特別再生措置法

の資料 4)より，対象施設は地域拠点に誘導すべき都市施

設の代表例として挙げられている表-2の都市施設とする． 

 

表-2 対象とする都市機能と都市施設 

都市機能 都市施設 

買い物サービス機能 スーパーマーケット 

健康・医療機能 病院・診療所，老人福祉施設 

教育・文化機能 

図書館，幼稚園，保育所，小

学校，博物館，市役所支所，

公民館，集会施設 

 

各都市機能について都市施設を 1つ選定し，都市機能

を表す指標とする．選ぶのは，2010年の都市施設の配置

が他の都市施設と相関が高く，時系列での変化が大きい

都市施設とする．維持可能な都市施設数の算出方法につ

いて，九州全域の市町村の施設数と人口規模を調査し，

目的変数を都市施設数，説明変数を人口規模とした式

（1）の単回帰モデルを構築する．これに，①で算出し

た人口をあてはめることで，維持可能な都市施設数を算

出する． 

 

𝑃𝐹𝑖 = α ∙ pop𝑖 + 𝛽              （1） 

 

𝑃𝐹𝑖  ∶ 市町村 i における維持可能な公共施設の数 

α ∶ 1 人当たりの維持可能な公共施設の数  

𝑝𝑜𝑝𝑖 :市町村 i の人口，β:定数 

 

③ 撤退する都市施設の選定：撤退する都市施設は，(a)

に従い設定した拠点区域を用い，1）拠点区域から距離

が遠い施設から撤退する，2）全都市施設が拠点区域内

の場合，各拠点区域の都市施設数が均等になるよう撤退

する，の手順に従い設定する．これにより，拠点区域内

の施設が優先的に残り拠点区域の QOL 低下を抑えるこ

とができる． 

(c) 時系列でのQOL変化の算出方法 

住民のQOLを定量的に評価するため，先行研究 5)，6)で

の QOL 評価システムを使用する．QOL は，交通利便性
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（AC）・居住快適性（AM）・災害安全性（SS）の 3 分

類からなる居住環境の物理量（表-3）と住民の価値観よ

り，式（2）のように定量化する．また，本研究では

QOL 単位を月当たりの支払い意志額（貨幣単位）に換

算して表す． 

 

 𝑄𝑂𝐿𝑡＝𝑞𝑜𝑙𝑡 ∙ 𝑝𝑜𝑝𝑡 = 𝑤・(𝐿𝑃𝑠𝑡 − 𝐿𝑃𝑠2010) ∙ 𝑝𝑜𝑝𝑡  （2） 

 

 𝑄𝑂𝐿𝑡：𝑡年の各小地域における生活の質 

 𝑞𝑜𝑙𝑡：𝑡年の各小地域で得られる 1人あたり生活の質 

 𝑝𝑜𝑝𝑡：𝑡年の各小地域の人口，𝑤：個人の価値観 

𝐿𝑃𝑠𝑡：𝑡年の各小地域の環境による物理量 

𝐿𝑃𝑠2010：2010年の 𝐿𝑃𝑠 の平均値 

 

表-3 居住地区における環境を左右する物理量LPs一覧 

分類 評価要素 LPs算出方法 

交通 

利便性 

Accessibility 

(AC) 

就業利便性 考慮しない 

教育・文化 

利便性 

最寄りの対象施設まで

の距離 

健康・医療 

利便性 

1～3番目に近い対象施

設までの距離の平均値 

買い物・サービ

ス利便性 

1～3番目に近いスーパ

ーまでの距離の平均値 

居住 

快適性 

Amenity 

(AM) 

居住空間 

使用性 

居住延床面積[m2/人]よ

り算出 

建物景観 

調和性 

建物ポイント階級デー

タより算出 

周辺自然 

環境性 

森林，農地面積より算

出 

周辺環境 

負荷性 

交通騒音レベル 

（0.5とする） 

災害 

安全性 

Safety& 

Security 

(SS) 

地震危険性 地震によるリスク 

洪水危険性 
洪水によるリスク 

（1，0.5，0） 

犯罪危険性 
年間街頭・侵入犯罪件

数（0.5とする） 

交通事故 

危険性 

年間人身事故発生件数

（0.5とする） 

※w：名古屋都市センター6)を参照． 

 

(3) 居住地集約の概要 

居住地集約は既存コミュニティが維持できるよう小地

域単位で集団移転を想定する．また，住民の負担軽減の

ため，住んでいる小地域から6km以内の小地域に移転す

るとする．居住地集約に関わる費用便益項目と既存研究

等から算出した原単位を表-4に示す．地方自治体は住民

の移転に関する費用を補償するとする．本研究では，同

一市町村の中心部への移転のため，労働所得・物価・地

方税は変化せず，インフラの不足による新規整備はない

とする．また，本研究ではインフラをインフラ維持管理

費用削減に最も効果を発揮する 7)各市町村道と定義する． 

 

表-4 対象とする費用便益項目 

 項目 費用原単位 

費
用 

引っ越し代 700,000(円/世帯) 

労働所得の変化 考慮しない 

住宅費用の変化 拠点区域と他区域との差 

物価の変化 考慮しない 

地方税の変化 考慮しない 

解体・更地化 10000円/𝑚2 

新規整備 考慮しない 

便
益 

QOLの向上 後述𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑗
変化量 

インフラ維持費用削減
（ここでは市町村道） 

468円/𝑚2/年 

災害復旧費用削減 後述𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖変化量 

 

(4) 最適移転タイミング・集約先の選定方法 

「移転による QOL 向上とインフラ維持管理費用削減

を便益とし，便益が移転費用を上回ると移転する」と仮

定し，移転しない，5年後・10年後・15年後・20年後に

移転という選択肢から純便益（NPV）を最大化する移転

タイミング・集約先を式（3）より選定する． 

 

目的関数 

Max. ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑖
𝑖 =  ∑ ∑

𝐵𝑡
𝑖−𝐶𝑡

𝑖

(1+𝑟)𝑡−1𝑡𝑖            （3） 

𝐵𝑡
𝑖 = 𝑑𝑡

𝑖 ∙ {∑(𝑙𝑧 ∙ ∆𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑗
)

𝑗

+ 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑖 + 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖}   

∆𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑗

= 𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑗

− 𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑖  

𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑖 = ∑ 𝑝𝑜𝑝

𝑥，𝑡
𝑖 ∙ 𝑞𝑜𝑙𝑡

𝑖

𝑥

 

𝐶𝑡
𝑖 = C ∙ pop𝑡

𝑖 ∙ 𝑑𝑡
𝑖 ∙ (1 − 𝑑𝑡−1

𝑖 ) ∙ (1 − 𝑑𝑡−2
𝑖 ) ⋯ (1 − 𝑑1

𝑖 ) 

 

制約条件 

𝑑𝑡
𝑖 ∈ {0，1}，𝑑𝑡−1

𝑖 ≤ 𝑑𝑡
𝑖 （移転すると1，しなければ0） 

𝑙
𝑗

∈ {0，1} ，∑ 𝑙𝑗

𝑗

≤ 1 

（移転先となる地域は1，それ以外の地域は 0） 

距離による制限 ：𝑑𝑡
𝑖 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 ≤ 6𝑘𝑚 

限界移転人口 ：∑ 𝑑𝑡
𝑖 ∙ 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑖 ≤ 𝐼𝑡𝑒𝑛𝑃𝑂𝑃

𝐶𝑎𝑝
 

移転先の受入限界人口： 
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∑ 𝑑𝑡
𝑖 ∙ 𝑙

𝑗
∙ 𝑃𝑂𝑃𝑡

𝑖 +𝑖 ∑ 𝑑𝑡−1
𝑖 ∙ 𝑙

𝑗
∙ 𝑃𝑂𝑃𝑡

𝑖 +𝑖 ⋯ ∑ 𝑑1
𝑖 ∙ 𝑙

𝑗
∙𝑖

𝑃𝑂𝑃𝑡
𝑖 ≤ 𝑃𝑂𝑃𝑗

𝐶𝑎𝑝
-𝑃𝑂𝑃𝑡

𝑗
 

QOLの向上 ：∆𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑗
＞0 

 

i：移転元の小地域，j：移転先の拠点区域 

𝑁𝑃𝑉𝑡
𝑖：小地域 iにおける t年の純便益 

𝐵𝑡
𝑖：小地域 iにおける t年の便益 

𝐶𝑡
𝑖：小地域 iにおける t年の費用，r:割引率 

𝑄𝑂𝐿𝑡
𝑖 ：小地域 iにおける t年の QOL 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑖：小地域 iにおける t年のインフラ維持管理費削減 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖：小地域 iにおける t年の削減される災害復旧費 

𝑝𝑜𝑝
𝑥，𝑡
𝑖 ：小地域 iにおける t年の x世代の人口 

𝑞𝑜𝑙𝑡
𝑖：小地域 iで t年に獲得可能な qol原単位[円/人] 

C ∶移転に関わる費用[円/世帯] 

𝐼𝑡𝑒𝑛𝑃𝑂𝑃
𝐶𝑎𝑝

：限界移転人口 

𝑃𝑂𝑃𝑗
𝐶𝑎𝑝

：小地域jにおける限界受入人口 

 

(5) 山都町における分析結果 

(a) 山都町における拠点区域の設定 

山都町の総合計画 8)によると，山都町は土地利用のゾ

ーニングにより計画的な施策を展開している．市街地エ

リアは，生活基盤施設を集積させ，交流人口を促進する

ためのエリアであり，このエリアと重なっている小地域

を選定し，拠点区域として設定した（図-3）．  

 

 

図-3 山都町における拠点区域 

 

(b) 人口推計結果 

人口推計の結果，山都町の人口は今後 20 年間で現在

人口の約34%にあたる5847人減少することが分かった．

また 2020 年には，65 歳以上の高齢者の割合が 50%を超

えることが分かった． 

(c) 撤退する都市施設の選定結果 

維持可能な都市施設の選定結果を図-4に示す．維持可

能な都市施設数は全体的に減少しており，小学校のみが

維持可能であった．保育所や介護施設など大幅に変化す

る点も見られた． 

  

 

図-4 2010年，2030年の都市施設数 

 

(d) 時系列でのQOL変化の算出結果 

山都町における 2010年と 2030年の qolを図-5，図-6に

示す． 

  

 

図-5 山都町における 2010年の qol 

 

 

図-6 山都町における 2030年の qol 

 

図-5では2010年のqol（小地域で獲得可能なqol原単位
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[円/人]）が中心部から郊外部にかけ低下していた．これ

は中山間部では，居住快適性に差がなく，交通利便性に

よる影響が大きいためだと考えられる．また，拠点区域

では qolが高いことが分かる．図-5と図-6より，qolが正

値を保っている拠点区域は 1のみであり，都市施設集約

化を行った場合でも全拠点区域での qol 維持は難しいと

考えられる． 

(e) 移転タイミング・集約先の選定結果 

各移転先における移転人数の推移を表-5に示す．山都

町の総人口の約 27%を拠点区域に集約すべきであり，特

に拠点区域 3には集約すべきでないという結果となった． 

 

表-5 各移転先における移転人数の推移 

 
拠点 

区域 1 

拠点 

区域 2 

拠点 

区域 3 
総計 

2015 1,365 233 0 1,598 

2020 453 1,122 0 1,575 

2025 231 747 0 978 

2030 0 0 0 0 

総計 2,048 2,103 0 4,151 

 

移転タイミング・集約先を図-7に示す．移転しない小

地域は郊外部に多く存在した．拠点区域周辺の小地域は，

獲得する QOL が移転費用より小さくなるため，移転を

遅らせるべきである．郊外部の小地域が移転しない理由

は，拠点地域から6km以上離れているためであり，この

ような小地域の扱いの検討が必要である． 

  

 

図-7 居住地集約化策の最適タイミング・集約先 

 

居住地集約化策における費用・便益・純便益の変化を

図-8 に示す．便益における 8 割以上が QOL 向上による

ものとなった．QOL による便益が増加は，都市施設の

撤退による QOL 減少が激しさを示している．また，純

便益は 6～10年後に正となった． 

 

 

図-8 居住地集約化の費用，便益，純便益 

 

地方自治体が，住民の移転に関する費用を補償できる

か検討した．図-9は，便益を「インフラ維持管理費用の

削減」，費用を「住宅費用の増加分，引っ越し費用等の

住民への補償費」，「住民が撤退した小地域の解体・更

地化費用」として純便益を算出したものである．その結

果，純便益は正となることはなかった．これより，地方

自治体単体でインフラ維持管理費用の削減分で住民の移

転費用を捻出することは難しく，国や県からの補助金等

が必要であることが示された．今後は，補助金の必要額

等も考慮にいれて検討する必要があると考えられる． 

  

 

図-9 居住地集約化の地方自治体からみた費用便益 
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3. 離島における「小さな拠点」形成の検討-長崎

県壱岐市- 

 

(1) 長崎県壱岐市の概要 

長崎県壱岐市の人口と生活サービス施設の分布を図-

10に示す．壱岐市は平成16年（2004年）に郷ノ浦町，勝

本町，芦辺町，石田町が合併して誕生し，島外への若者

流出を主因に人口が減少し，2010年人口の29,377人から

2040年人口には18,657人まで減少すると予測9)されている． 

 

 

図-10 壱岐市の人口（2010年）と生活サービス施設の分布 

 

(2) 壱岐市の拠点区域の選定 

壱岐市においての生活サービス施設を集約する拠点区

域を図-11に示す．壱岐市では，生活サービス施設を集

約する拠点区域の数は17区域となった．生活サービス施

設の拠点となる地域は，商店やガソリンスタンド等の生

活サービス施設が拠点区域以外の地域に比べて揃ってい

ることが特徴である． 

 

 

図-11 壱岐市の拠点区域と地域区分け 

（区域内の数字は地域の番号） 

 

(3)  各シナリオの生活質の変化 

QOLは前述のように交通利便性（AC），居住快適性

（AM），災害安全性（SS）の3つの要素から構成され

る．算出した一人当たりのQOL値は，ある地域に一人住

んだ場合の平均的QOLを貨幣換算したものであり，値が

大きいほどその地域のQOLが高いことを意味する． 

(a) 無策シナリオの将来の生活質の変化 

壱岐市が現状趨勢の場合の住民のQOLに与える影響を

評価する．まず，将来の人口減少によって消滅する生活

サービス施設の将来予測の結果を表-6に示す．維持可能

な生活サービス施設は全体的に減少し，スーパーが最も

大きな割合で消滅することが分かる． 

 

表-6 生活サービス施設の施設数の推移  

対象施設 2010年 2040年 

病院 7 5 

診療所 12 10 

スーパー 11 5 

商店 86 82 

小学校 17 16 

銀行・農協 8 6 

郵便局 10 6 

ガソリンスタンド 28 25 

 

次に，2010年の壱岐市の一人当たりのQOLの算出結果

と，消滅する生活サービス施設の将来予測をもとに現状

趨勢の場合の2040年までのQOLの変化量を図-12に示す．

これより，壱岐市の2010年の一人当たりQOLの分布では，

施設が少ない地域や災害危険区域にある地域のQOLが低

い傾向にある．また，QOLの内訳では，交通利便性は市

役所・支所周辺で高い傾向にあり，一方で居住快適性は

市役所・支所周辺よりも郊外で高い傾向があった．災害

安全性では郊外の地域だけでなく，施設が集積している

地域でも高い地域がある． 

2040年までのQOLの変化量では，施設のみが消滅する

ため，交通利便性のみが変化する．壱岐市全体では，生

活サービス施設が消滅することによる交通利便性の低下

は小さいものの，施設が消滅する南の地域では大きく交

通利便性が低下することが明らかとなった． 

 

(b) 生活サービス施設・居住地集約シナリオの生活質

の変化 

生活サービス施設と居住地集約を組み合わせたシナリ

オでは，生活サービス施設の集約に加え，QOLが低いメ

ッシュからQOLが高いメッシュへ居住地を集約していく．

すなわち，居住地の集約の前後で必ずQOLが向上するよ

うに居住地を集約する． 
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次に，生活サービス施設と居住地の集約を行った後の

一人当たりのQOLとその変化量を図-13に示す．一人当

たりのQOLの分布では，多くの地域で一人当たりのQOL

が高く，特に災害危険性は9割以上の地域で正となった．

一人当たりのQOLの変化量では，生活サービス施設の集

約のみだけでなく，居住地の集約化を組み合わせること

で全ての移転元の地域でQOLを向上した．特に，交通利

便性が大きく向上した．  

 

  

    

2010年の一人当たりのQOL           2010年の一人当たりのQOL（交通利便性） 

 

 

    

2010年の一人当たりのQOL（居住快適性）          2010年の一人当たりのQOL（災害安全性） 

 

 

    

30年間の一人当たりのQOLの変化量        30年間の一人当たりのQOLの変化量（交通利便性） 

 

図-12 2010年の一人当たりのQOL値と2040年までのQOL値の変化量（単位：円/人/月） 
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施設・居住地集約後の一人当たりのQOL       施設・居住地集約後の一人当たりのQOL（交通利便性） 

      
施設・居住地集約後の一人当たりのQOL（居住快適性）    施設・居住地集約後の一人当たりのQOL（災害安全性） 

       
施設・居住地集約後の一人当たりのQOLの変化          一人当たりのQOL（交通利便性）の変化 

      
一人当たりのQOL（居住快適性）の変化      一人当たりのQOL（災害安全性）の変化 

 

図-13 生活サービス施設・居住地集約後の一人当たりのQOLとその変化量（単位：円/人/月） 
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(4) 生活サービス施設・居住地集約シナリオの費用便

益分析の結果 

生活サービス施設集約と居住地集約を組み合わせたシ

ナリオの費用便益分析の結果を図-14 に示す．居住地集

約を組み合わせたシナリオの費用便益分析の結果では純

便益が 2025 年までに正となり，壱岐市全体で成り立つ

ことが明らかとなった． 

 

 

図-14 生活サービス施設・居住地集約シナリオにおける 

壱岐市全体の便益と費用の推移 

 

(5) 「小さな拠点」づくりへの国からの補助金の活用 

小さな拠点を推進するための関連施策は，国土交通省

がまとめた集落地域における「小さな拠点」づくりに係

る国の関連施策一覧10)より，1）総合的な施策，2）拠点

施設整備，3）医療福祉サービス，4）買い物支援，5）

農村漁村活性化，6）地域交通関連，7）地域活動の7分

野において，27の施策が存在する． 

これらの施策のうち，生活サービス施設の集約には

「集落活性化推進事業」が利用可能であり，これは市町

村等が施設の再編・集約を行う上で最大50%の補助を受

けることができる事業である．また，バス交通の導入で

も「地域公共交通確保維持改善事業」で最大50%の補助

を受けることができる．居住地の集約には「過疎地集落

再編整備事業」が利用可能であり，集落等の居住地の移

転のための費用を50%補助というものである．このよう

に，小さな拠点に関する様々な補助施策を用いて推進す

ることが可能である．そこで，以上の2つの補助金を踏

まえた上で施設集約シナリオと居住地集約を組み合わせ

たシナリオの費用便益分析を再度行った結果，居住地集

約を組み合わせたシナリオではQOLを除いた実費は地方

自治体の財政で実現可能となり，財政面でも実現可能で

あることが示された． 

 

4. おわりに 

 

本研究では，中山間地（熊本県上益城郡山都町）と離

島（長崎県壱岐市）を対象に「小さな拠点」形成の実現

可能性について検討した． 

 

(1) 中山間地（熊本県上益城郡山都町） 

熊本県上益城郡山都町において，山都町のまちづくり

総合計画から3つの拠点区域を設定し，域外の都市施設

を優先的に撤退した結果，qolは拠点区域2，拠点区域3

では低下したものの，拠点区域1において低下を抑える

ことができた．次に，中山間地域におけるQOL維持・向

上を目指した居住地集約の最適タイミング・集約先を山

都町において選定した結果，以下の知見を得た．1）居

住地集約化策における費用において，インフラ維持管理

費用の削減よりもQOL向上による便益の方が大きい．2）

地方自治体がインフラ維持管理費用の削減分から住民の

移転に関する費用を捻出するには，国や県からの補助金

が必要である． 

 

(2) 離島（長崎県壱岐市） 

長崎県壱岐市において，地域の QOL 向上と地域の防

災力の向上の視点から，「小さな拠点」の形成のための

生活サービス施設と居住地の集約を，マイクロジオデー

タを活用して費用便益分析によって評価した結果，以下

の成果と知見を得た．3）個人属性や世帯の情報が含ま

れた建物単位のマイクロジオデータを活用することで，

従来のメッシュや小地域といった既存の統計よりも，生

活サービス施設や住居の空間分布からより詳細に QOL

を算出でき，「小さな拠点」の形成のための生活サービ

ス施設と居住地の集約を費用便益分析によって評価でき

た．4）何も施策を行わないシナリオよりも居住地の集

約を加えたシナリオではより大きく一人当たりの QOL

が向上することが明らかとなった．5）費用便益分析の

結果，施設集約に居住地の集約を加えたシナリオでは30

年間の純便益累計が正となって実現可能であることが示

された．しかし，地域の QOL を除いた施策の実際にか

かる費用のみだと，地方自治体の財政のみでは，生活サ

ービス施設・居住地の集約の費用を捻出することが困難

であることが示された．6）「小さな拠点」づくりへの

国からの補助金の活用として，3 つの事業を適用した結

果，施設集約に居住地の集約を組み合わせたシナリオは

QOL を除いた施策の実際にかかる費用のみでも地方自

治体の財政的に実現可能であることが明らかとなった．

以上より，QOL の向上と防災力の向上を目指した「小

さな拠点」の形成するためには，生活サービス施設の集

約とバス交通の導入だけでなく，居住地の集約を組み合

わせることが重要であることが明らかとなった． 
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STUDY ON RESTRUCTURING URBAN FORM AND INFRASTRUCURE MANAGEMENT 

IN POPULATION DECLINE SOCIETY 

 

-Examination of Small Core Formation in Remote Island and Mountainous Regions- 

 

Noriyasu KACHI 

 

Facing big issues of population decline and a hyper-aging society in Japan, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 

Tourism announced the Grand Design of National Spatial Development towards 2050, and disclosed its vision for the Grand 

Design to respond to key issues such as: sharp population decline; declining birth rate; advancement of an unprecedented hyper-

aging society; approaching a huge disaster; obsolete infrastructure; restriction of food, water, and energy; and global environmen-

tal problems and others. The formation of small core areas in the rural regions and reinforced management of the existing stock 

with regard to land use management was proposed. However, the practical methodology for examining the formation of small 

core areas. Therefore, the purpose of this study is to develop a methodology for examining the formation of small core areas, 

where urban facilities and residents should be relocated from sprawled areas, to improve residential quality of life and disaster 

resilience. We prepared several types of geographical data related to living environment such as location of urban facilities, road 

network, bus network, rail network, green space, natural disaster hazard map and so on by using open data and commercial data. 

Especially, we used “Micro Geo Data” prepared by our previous study, which allows us to observe the locational information, 

area, number of floors, number of households and building use of each building. Additionally, this data enables us to evaluate 

individual quality of life in a residential area with spatially detail level. Applying the developed methodology to “Yamato town, 

Kamimashiki-gun, Kumamoto prefecture” examined the timing of residential relocation to small core areas to maximize social 

net benefit. And, applying to  “Iki city, Nagasaki prefecture ” showed that implementing the combination of small core formation 

and residential concentration provides larger social net present benefit than implementing only small core formation. 
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アジア地域の社会経済情勢の変化に伴う 

インフラ市場への影響及び対応策研究 
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平成28年度は初年度として，1）1997年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のインフラ市場の変動の

レビュー及び地域的レベルでの経済攪乱がODA分野を中心としたインフラ市場に与えた影響の整理，2）

今後拡大が見込まれるJBIC案件でのインフラ市場の動向のヒアリング，3）TPP実施を想定したWTOルー

ル導入時の経緯の調査・資料整理，等を実施した．アジア通貨危機の影響については，一人あたりGDPが

60％低下したインドネシアですら3年程度でODA案件は通貨危機以前の状況に回復し，40％低下したタイ

では影響は1年のみで，25％低下したフィリピンでは影響は殆どみられず，中期的なODAの趨勢には大き

な影響がなかった．JBIC案件についてはアジア通貨危機の際は新宮沢構想によるセクターローンが急拡大

したが，近年の承諾額増加は資源案件が主体であるが，水関係案件，交通案件等インフラ案件の動向は更

なる精査が必要である．TPPについては国際政治の動向を踏まえた調査方針の再検討が必要である． 

 

     Key Words : Impacts of Asian Economic Crisis on ODA Projects, Trends of JBIC Projects, Impacts of 

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement on Infrastructure Markets in Asia 

 

 

1.  はじめに 

   

(1) 研究の背景 

2015年4月に示されたCTIグループ中長期ビジョン－

CRAVIS2025－において，CTIグループ全体の技術力をも

って海外社会資本整備に貢献すること，特にアジアを中

心とする新興国・開発途上国の経済成長を取り込み，収

益拡大を実現することが掲げられた．また，同じくアジ

ア諸国を対象として現地の公的資金案件や民間資金案件

などの非ODA市場に積極的に展開すること，PPP事業へ

の本格参入も目指すとされている． 

アジア地域への積極的な展開を考えた場合，経済を

中心とする国際的な動きから次のような懸念や課題が浮

かび上がってくる． 

① 中国及び東南アジア経済の攪乱が与えるインフラ市

場へ大きな動揺：これまで右肩上がりの成長により

旺盛なインフラ需要を続けてきた中国及び東南アジ

ア諸国において，「人口ボーナス」の喪失により，

インフラ市場の大きな転換が懸念される．また，

「人口ボーナス」に該当しないASEAN後進5カ国に

おいても，周辺国の経済不調という外的要因からイ

ンフラ需要の低減が懸念される． 
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② TPPの発効やAIIBの出現によるインフラ市場での新

たな競争ルールの発生：環太平洋戦略的経済連携協

定（TPP）により，インフラ市場の市場形態も従前

のものから変化することが予想される．アジア地域

の攪乱要因として，アジアインフラ投資銀行

（AIIB）が既存の開発金融機関と異なる行動原理に

よる新たなインフラファイナンス行動をとる可能性

がある．また，AIIB案件では中国企業の大幅な活用

が予想され，ODA市場での中国企業の益々の進出が

予想される． 

③ 南アジア地域のインフラ市場の動向：中国・東南ア

ジア市場の減速は避けられないと考えられるが，イ

ンド，バングラデシュ，パキスタン等の南アジア地

域における新たな需要は期待できる． 

 

(2) 研究の目的及び想定する成果 

これらの事項は，「人口ボーナスの喪失」やAIIBの本

格的業務開始は2020年の東京オリンピック開催後と時期

的に一致し，これまでの建設・インフラ市場の大きな転

換点となる可能性が高い． 

本研究は，今後発生する可能性がある，アジア地域

でのインフラ需要低下及びインフラファイナンス動向の

変化に対して，建設分野及び建設コンサルタント分野の

準備すべき課題についての研究を行うことを目的とし，

以下に示す成果を目指し3ヵ年計画で実施することとし

た． 

【想定する成果】 

① 1997年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のイン

フラ市場の変動をレビューし，今後予想される地域

的レベルでの経済攪乱がインフラ市場に与える影響

を予測する． 

② 人口ボーナスの喪失を踏まえた2030年程度までのア

ジア地域のインフラ需要を予測し，現状市場との比

較を行い市場動向を予測するとともに，長期的な維

持管理更新需要の予測も行う． 

③ 世界銀行，アジア開発銀行，JICA，AIIB等援助機関

の中長期的な援助政策をレビューし，アジア地域の

インフラ市場の動向を予測するともに，我が国のコ

ンサルタントの優位分野への適応性を掘り起こす． 

④ TPP等のあらたな貿易投資枠組みがインフラ市場へ

与える影響について，WTO導入時の影響を基に予測

する． 

 

(3) 今期の成果 

今期は，文献等情報収集，専門家へのヒアリングを

中心に以下の作業を実施した． 

① 1997年のアジア通貨危機後の東南アジア地域のイン

フラ市場の変動のレビュー及び地域的レベルでの経

済攪乱がODA分野を中心としたインフラ市場に与え

た影響の整理 

② 今後拡大が見込まれるJBIC案件でのインフラ市場の

動向のヒアリング 

③ TPP実施を想定したWTOルール導入時の経緯の調

査・資料整理 

 

以下に，その成果の概要を示す． 

 

2.  アジア通貨危機のインフラ市場への影響 

 

(1) アジア通貨危機 

アジア通貨危機（Asian Financial Crisis）とは，1997年 7

月のタイ通貨バーツの暴落を皮切りに，フィリピン，イ

ンドネシア，韓国などアジア各国をまたたく間に襲った

一連の通貨・経済危機をいう． 

1997年 7月 2日，タイ政府は為替レート決定システム

を固定相場制から管理変動相場制に移行した．強い切下

げ圧力下にあったタイ・バーツは同日中に米ドルに対し

て 14％下落した．これが発端となって，通貨危機は周

辺国に次々に伝染していった．97 年末から 98 年初めに

かけて下落は底を打つが，それまでの半年の間に，イン

ドネシア・ルピア 81％，タイ・バーツ 56％，韓国・ウ

ォン 55％，フィリピン・ペソ 46％と，急激に通貨価値

が下落した．その間，銀行・企業の外貨建債務の返済負

担は急増し，危機対応としてとられた財政・金融緊縮政

策などの結果，各国経済はデフレ圧力を強め，予想を上

回るほどの悪化をみた．タイ，インドネシア，韓国は，

国際通貨基金(IMF)の支援を受けた．これらアジアの新

興国市場は 1980 年代から急成長を遂げていたものの，

先進国からの直接投資と輸出産業に過度に依存していた

ため，経済構造は脆弱だった． 

日本においては，融資の焦げ付きが発生し，緊縮財政

とタイミングが重なった結果，1997 年と 1998 年におけ

る金融危機の引き金の一つとなり，政策金利引き下げ，

円急騰（2日間で 20円の急騰），長銀国有化，日債銀国

有化へと繋がる一連の金融不安の遠因となった． 

 

(2) 各国への影響 

アジア通貨危機のインフラ市場への影響をみるために，

影響の大きかった国のうち，日本のODAの実績の多い

インドネシア，タイ，フィリピンの 3カ国に着目するこ

ととした． 

図-1は，3カ国の一人当たりGDPの 1980年以降の変

化を示したものである． 
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図-1 一人当たりの名目GDP（USドル）の推移 

  （出典：IMF - World Economic Outlook Databases (2016年10月版) 

  

3カ国ともアジア通貨危機の影響を受け 1998年の GDP

は大きく低下し，特にタイ，インドネシアで著しい．こ

れら 2 カ国は国際通貨基金（IMF）の介入を受けている．

その後数年間は同じ水準で停滞していたが，2002年代の

初め，あるいは中頃から回復し，その後の経済成長は大

きくなった．2008年にはリーマンショックの影響を受け

たが，一時的な影響にとどまっている． 

 それぞれの国のアジア通貨危機後の経済の状況を概観

する． 

インドネシア：アジア通貨危機後，インドネシア政府は

IMF との合意に基づき，銀行部門と企業部門を中心

に経済構造改革を断行．政治社会情勢及び金融の安

定化，個人消費の拡大を背景として，2005 年以降の

経済成長率は，世界金融・経済危機の影響を受けた

2009 年を除き，5％後半～6％台という比較的高い成

長率を達成．2010 年には一人当たり名目 GDP が

3,000ドルを突破した． 

タイ：アジア通貨危機後は，大幅なバーツ安で輸出競争

力が向上し，1998 年終盤以降は金利低下により消費

が回復に向かったことから，1999年の実質 GDP成長

率はプラスに転じた．2000 年以降の成長ペースは加

速し，2006～2007 年の成長率は 5％台まで上昇した．

輸出依存度が高まるにつれ，タイ経済は外需の影響

を受け易い構造へ変化しており，成長率の変動が大

きい傾向がある． 

フィリピン：インドネシア，タイに比べて影響の度合い

は小さかったが，その後の経済成長は 2 カ国に比べ

て遅い．一人当たり名目 GDP はようやく 3,000 ドル

を超えようとしている． 

 

(3) 日本の支援 

a)アジア通貨危機後の日本の支援と円借款額の変化 

タイの為替暴落に始まった通貨危機は，未曾有の金

融・経済危機に発展した．これに対し，日本は IMF や

世界銀行・アジア開発銀行等国際機関，G7 各国と協調

しつつ，当初の危機対応とその後の経済再建に向けて主

導的に支援した． 

日本は，97年 8月にタイの金融支援国会合を東京で開

催したのを手始めに，IMF を中心とする国際的支援枠組

みの中で二国間支援を行ったほか，「東南アジア経済安

定化などのための緊急政策」（98年 2月），「総合経済

政策」におけるアジア支援策（98年 4月）を独自に実施

し，総額 420 億ドルの支援をコミットした．98 年 10 月

の G7 会合において，「アジア通貨危機支援に関する新

構想－新宮澤構想」を発表し，短期及び中長期の資金支

援スキームとして計 300億ドルを用意した． 

98 年 12 月には日本政府の緊急経済政策を受けて，

「アジア諸国等の経済構造改革支援のための特別円借

款」スキームを創設した．この円借款は，①不足する国

際流動性（輸入決済資金）確保のための緊急支援，②通

貨危機の社会的影響（失業等）に対するソーシャル・セ

ーフティ・ネット緊急支援，③経済再生後の中長期開発

を視野に入れた支援（インフラ，農村開発，中小企業・

裾野産業育成，人材開発，民間セクター育成支援等）を

重点に置き供与された．②の緊急支援は，失業の急激な

増加，国民一人当たりの消費支出の大幅悪化，貧困層の

増大など影響の大きかったインドネシア，タイに対して

実施された． 

インドネシア，タイ及びフィリピンの 3 カ国に対する

円借款額の 1996 年度以降の推移を図-2 に示す．また，

1997 年度から 1999 年度にこれら 3 カ国に実施された円

借款案件を表-1 に示す．表では，通常の円借款案件と，

上記の緊急支援として実施された案件を区分している． 

 

 

図-2 インドネシア・タイ・フィリピンに対する円借款

額の推移（億円）（出典：国際協力機構） 

 

図-2 をみると，各国に対する円借款額は年度によっ

て変化が大きいが，1998年度にはいずれの国においても

大幅に増加していることがわかる．フィリピンに対して

は，1997 年度ゼロに対して 1,500 億円を越え，2001 年度

まで同程度の円借款が実施された．タイに対しても同様

1,000億円を越える円借款が 2000年度まで継続された． 
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表-1 1997～1999 年度インドネシア・タイ・フィリピン

に対する円借款案件（出典：国際協力機構） 

（支援欄の○はアジア通貨危機後の支援策として実施された案件を示す） 

（単位：百万円）

国 案件名 借款契約日 金額 支援

インドネシア

都市内幹線道路改良事業 1998/1/28 12,558

法定計量制度振興事業(E/S) 1998/1/28 418

東部インドネシア中小港湾開発事業 1998/1/28 3,111

小規模灌漑管理事業(3) 1998/1/28 16,701

地方インフラ整備事業(2) 1998/1/28 29,738

ワイスカンポン灌漑事業(3) 1998/1/28 9,216

メダン洪水防御事業 1998/1/28 9,697

パレンバン空港開発事業(1) 1998/1/28 8,826

ドマイ港開発事業(2) 1998/1/28 3,819

デポック車庫建設事業 1998/1/28 9,223

チリウン～チサダネ洪水防御事業(1) 1998/1/28 17,326

チタルム川上流域治水事業(2) 1998/1/28 4,722

タラハン石炭火力発電事業 1998/1/28 34,023

スマトラ東海岸道路建設事業 1998/1/28 6,652

ジャワ北幹線鉄道複線化事業(2) 1998/1/28 8,748

ジャワバリ系統基幹送電線建設事業(3) 1998/1/28 10,918

ギリラン灌漑事業(E/S) 1998/1/28 617

ガジャマダ大学整備事業 1998/1/28 7,499

アッパー・チソカン揚水発電事業(E/S) 1998/1/28 1,436

セクター・プログラム・ローン 1998/3/3 20,000 ○

97年度　小計 215,248

セクター・プログラム・ローン 1998/10/16 50,000 ○

セクター・プログラム・ローン 1998/12/24 100,000 ○

保健・栄養セクター開発借款 1999/3/12 35,280 ○

ソーシャル・セーフティ・ネット借款 1999/3/12 45,200 ○

98年度　小計 230,480

ソーシャル・セーフティ・ネット調整借款 2000/1/25 71,928 ○

99年度　小計 71,928

インドネシア　合計 517,656

タイ

首都圏配電網拡張・改善事業 1997/9/30 14,304

第2バンコク国際空港建設事業(2)(IDAターム) 1997/9/30 964

産業環状道路建設事業 1997/9/30 14,887

環境保護促進計画(2)(IDAターム) 1997/9/30 5,000

小規模企業育成計画 1997/9/30 3,508

地方農村開発信用事業(5) 1997/9/30 12,300

パッククレット橋及び付帯道路建設事業 1997/9/30 6,807

バンコク地下鉄建設事業(2) 1997/9/30 32,659

PEA送電網拡充事業(6-I) 1997/9/30 15,518

97年度　小計 105,947

社会投資事業 1998/7/31 13,412 ○

既往案件内貨融資事業(地方配電公社事業) 1998/7/31 2,042 ○

既往案件内貨融資事業(地方幹線道路網改良事業(2)) 1998/7/31 1,600 ○

既往案件内貨融資事業(国鉄軌道改良事業) 1998/7/31 2,979 ○

既往案件内貨融資事業(バンコク地下鉄建設事業) 1998/7/31 29,792 ○

農地改革地区総合農業開発事業 1998/9/30 3,617 ○

産業人材育成センター建設事業 1998/9/30 2,573 ○

工業部門強化計画 1998/9/30 12,094 ○

地方開発・雇用創出農業信用事業 1998/9/30 18,360 ○

地域開発事業(II) 1998/9/30 3,602 ○

交通計画管理セクターローン 1998/9/30 4,148 ○

バンコク地下鉄建設事業(III) 1998/9/30 23,343 ○

経済復興・社会セクター・プログラム・ローン 1999/3/12 30,000 ○

98年度　小計 147,562

農業セクターローン 1999/9/29 36,000 ○

第7次バンコク上水道整備事業(I) 1999/9/29 12,608 ○

第2バンコク国際空港建設事業(III) 1999/9/29 33,461 ○

地域医療施設汚水処理事業 1999/9/29 4,771 ○

国家計量基盤整備事業(I) 1999/9/29 722 ○

バンコク地下鉄建設事業(IV) 1999/9/29 64,228 ○

99年度　小計 151,790

タイ　合計 405,299

フィリピン

漁業資源管理事業 1998/9/10 2,428

幹線道路網整備事業(III) 1998/9/10 13,564

幹線空港開発事業(I) 1998/9/10 5,728

地方自治体支援政策金融事業 1998/9/10 6,072

南ミンダナオ沿岸地域環境保全事業 1998/9/10 3,201

内航海運近代化事業(II) 1998/9/10 19,990

中部ルソン灌漑事業 1998/9/10 14,136

メトロマニラ立体交差建設事業(IV) 1998/9/10 5,849

メトロマニラ大都市圏交通混雑緩和(高架鉄道2号線建設)事業(III) 1998/9/10 23,668

メトロイリガン産業拠点インフラ整備事業 1998/9/10 4,328

バタンガス港開発事業(II) 1998/9/10 14,555

イロイロ洪水制御事業(I) 1998/9/10 458

アグノ川洪水制御事業(II) 1998/9/10 6,734

メトロマニラ大気改善セクター開発計画 1999/3/10 36,300 ○

97年度　小計 157,011

農地改革インフラ支援事業(II) 1999/12/28 16,990 ○

貧困地域中等教育拡充事業 1999/12/28 7,210 ○

産業公害防止支援政策金融事業(II) 1999/12/28 20,529 ○

海上安全整備事業(III) 1999/12/28 4,714 ○

日比友好道路修復(ミンダナオ島区間)事業(II) 1999/12/28 7,434 ○

幹線道路網整備事業(IV) 1999/12/28 15,384 ○

幹線道路橋梁改修事業(IV) 1999/12/28 5,068 ○

工業・支援産業拡充事業(II) 1999/12/28 35,350 ○

地方上水道整備事業(V) 1999/12/28 951 ○

ボホール灌漑事業(II) 1999/12/28 6,078 ○

ピナツボ火山災害緊急復旧事業(II) 1999/12/28 9,013 ○

パッシグ・マリキナ川河川改修事業(I) 1999/12/28 1,167 ○

コルディレラ幹線道路整備事業 1999/12/28 5,852 ○

99年度　小計 135,740

フィリピン　合計 292,751  

この他にも，日本は人材育成等環境整備のための専門

家派遣，研修員受入などの技術協力や，食糧・医療品な

どの緊急支援および人道・医療・保健対策面での無償資

金協力も行った．特に，インドネシア，タイからは

1997年度までそれぞれ 700人規模の研修員を受け入れて

いたのに対し，1998 年度にはインドネシア 2,522 人，タ

イ 5,491 人の研修員を受け入れており，その後も毎年

2,000 人以上の受け入れが継続された．フィリピンから

の研修員も 2001年以降 2,000人を越える状況が続いた． 

 

表-1に示した個別の案件からは以下のことが言える． 

インドネシア：1998 年度，1999 年度の案件は 100％がセ

クター・プログラム・ローン等のノンプロジェクト

型借款で，インフラ案件は 0％になっている．ノン

プロジェクト型借款の比率は 2001年度には 30％程度

に低下し，2002年度には正常化している． 

タイ：1998年度は既往案件の内貨部分補填と社会セクタ

ー事業で 100％がノンプロジェクトとなったが 1999

年度は農業セクターローン（15％程度）を除き正常

化している． 

フィリピン：アジア通貨危機前後で大きな変化は見られ

ず，ほとんどがプロジェクト型借款である． 

 

以上から，公的資金による円借款案件については，経

済状況の一時的変動があってもその影響も一時的であり，

中期的には大きなトレンドの変化はもたらされないと考

えられる．一方で，我が国のコンサルタント業界に大き

円借款の種類（JICAホームページより抜粋） 

1．プロジェクト型借款 
(1) プロジェクト借款 
インフラ建設など特定されたプロジェクトに必要な資金を
融資．円借款の主要部分． 
(2) エンジニアリング・サービス借款 
プロジェクトの実施に必要な調査・設計段階で必要とされ
るエンジニアリング・サービス（現場詳細データ収集，詳
細設計，入札書類作成等）を本体業務に先行して融資．  
(3) 開発金融借款 
借入国の政策金融制度のもと，開発銀行などの相手国の金
融機関を通じて，産業振興や生活基盤整備等の政策実施に
必要な資金を供与．  
(4) セクターローン 
複数のサブプロジェクトで構成される特定セクターの開発
計画実施に必要な費用を融資．  
2．ノンプロジェクト型借款 
(1) 開発政策借款 
政策改善と制度全般の改革を目指している開発途上国を支
援．長期間で国家戦略，貧困削減戦略実施等を支援． 
(2) 商品借款 
外貨事情が悪化し，経済的困難に直面している開発途上国
を対象に，緊急に必要な物資の輸入決済資金を供与．  
(3) セクター・プログラム・ローン 
商品借款を供与し，同時に重点セクターの開発政策を支
援．  
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な影響を与えると考えられる国際コンサルタント（IC）

と国内コンサルタント（LC）比率の変化等を整理する，

特にプロジェクト型案件とセクター（ノンプロジェクト

型）案件とでコンサルタント業務の IC，LC比率を整理

する必要がある． 

（参考資料１ 1995-2005年までの，インドネシア，タ

イ，フィリピン円借款案件一覧，

http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php） 

 

b)アジア通貨危機後の既存案件の内容変化 

円借款事業は終了後事後評価を行うことになっており，

事後評価報告書で変更内容を確認できる（検索サイト：

http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php）．ただし，キャ

ンセル案件は事後評価が無いので，事後評価書リストと

案件一覧を比べて，キャンセル案件を確認する必要があ

る（例えば 1997年度のチリウン・チサダネ洪水防御事

業）． 

キャンセルされなかった既存案件については，通貨危

機後の行政側の混乱や省庁再編等の影響から事業期間が

延長されるケースや，現地通貨価値の下落に伴って事業

費中の地方振興部分の割合を増加した等の変更がいくつ

かに見られたが，ほとんどの案件において事業の根本的

修正は少なく，またコンサルタント部分の大規模な修正

も見受けられなかった． 

表-2 事後評価の中の計画・実績の比較例変更表の例

（インドネシア，都市内幹線道路改良事業） 

 

 

c)所見と今後の方針 

当初の予想ではアジア通貨危機において大きな影響を

受けた国々，特にインドネシア，タイにおいては円借款

及びコンサルタントポーションについて中期的に大きな

影響が生じたと考えていたが，実績から判断すると，イ

ンドネシアで 3年，タイで 1年，その他のASEAN諸国

では大きな影響が見られなかった．今後はコンサルタン

ト業務の実績ベースでの IC，LCの比率を整理し影響に

ついて精査する． 

 

3.   TPP等のあらたな貿易投資枠組みがインフラ市

場へ与える影響 

 

本研究のテーマのひとつとして，TPP等のあらたな貿

易投資枠組みがインフラ市場へ与える影響を予測すると

している．今期は，その基礎段階として，過去に貿易協

定の変化が建設業界及び建設コンサルタント業界に影響

を及ぼした事例として，日米建設協議やWTO導入時の

経緯や影響を整理した．TPPについては，日本政府は積

極的に関与し，2016年 12月には国会で承認されたとこ

ろであるが，米国の対応が確定していない現状では，発

効への道筋は見えていない状況にある．ここでは，TPP

に対する日本政府の説明や関係者の反応を整理した． 

表-3に貿易協定に関連して国際，日米両国，そして

建設コンサルタント業界の動きを経年的にまとめた． 

表-3 貿易協定に関連した経緯 

年 国際 米国 日本 JCCA

1970代～

1986～88

1986～94 ウルグアイ・ラウンド

1989～90

1989 ATI構想

1993～98

WTO設立協定

政府調達に関する協定改定

1995 WTO設立

1997～ アジア通貨危機

1997 ATI-21中期行動計画

2008 リーマン・ショック

2016年以降 新たな危機?? TPPの影響??

日米経済摩擦

日米建設協議

日米構造協議

日米包括経済協議

1994
公共事業入札・契約
手続き改善行動計画

 

 

(1) 日米経済摩擦と日米協議 

a) 日米経済摩擦 

1960年代末から 70年代初めにかけての日米繊維交渉

以来，日米間の貿易収支の不均衡が政治問題化するよう

になり，いわゆる日米経済摩擦あるいは通商摩擦と呼ば

れるようになった．カラーテレビ，鉄鋼，牛肉・オレン

ジ，自動車などから始まり，金融市場，ハイテク，土

木・建設市場，原子力，電気通信市場，投資，コメの輸

入自由化などから政府調達，規制緩和，自動車・部品ま

で多方面で問題が顕在化した． 

b) 日米建設協議 

日本の建設市場の開放をめぐる一連の日米協議．関

西国際新空港の建設プロジェクトに対する諸外国への市

場開放問題(1986 年）がきっかけとなり日米間の建設摩

擦が生じ，1988年 5月に日米両政府間で，特定の公共事

業入札への参加を認め合意が成立し，17 の特例プロジ

ェクトが指定された． 
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c) 日米構造協議 

日米両国次官級の経済協議．1985年 9月のプラザ合意

以降，円高・ドル安の為替調整と，日本側の内需拡大に

もかかわらず，アメリカの対日貿易赤字が縮小しないた

めアメリカ側が提案，89年 9月に第 1回を開催．以後 2

か月に 1回開き，1990年 6月に最終報告をまとめた．日

本側が 1991年から 10年間で公共投資を 430兆円に拡大

するほか，大規模小売店舗法の規制緩和や，系列取り引

きの排除などを盛り込んだ．1991 年以降もフォローア

ップ（事後点検）会合を開いたが，クリントン政権は前

のブッシュ政権時代の日米構造協議の代わりに日米包括

経済協議を提案，93 年夏以降，協議を行った．その後

も名称を変えながら日米間の経済協議は継続している． 

d) 日米包括経済協議 

1993年 4月，クリントン米大統領と宮沢首相の日米首

脳会談で設置．89 年以来の日米構造協議の延長で，分

野別協議，マクロ経済問題，地球規模の協力の 3つが柱．

分野別協議では，市場開放に関する「客観基準」の数値

目標設定を求めるアメリカ側とこれを管理貿易として嫌

う日本側が対立，95 年 6 月までに保険，政府調達，自

動車・同部品等の優先分野についての合意が成立．97

年 4月の日米首脳（クリントン大統領・橋本首相）会談

の合意をうけて，同 5月以降，規制緩和拡大のため，住

宅，金融などの優先分野で協議が行われ，98 年 1 月に

は長年未解決であった航空交渉が決着した． 

 

(2) 日米建設協議（外国企業の日本の建設市場への参入

問題） 

日米建設協議は，関西国際新空港の建設プロジェクト

に対する諸外国への市場開放問題(1986 年）がきっかけ

となって始まったものであるが，特に米国は日本の建設

市場の開放に大きな圧力をかけた．その背景には，米国

の国際収支は 80 年代半ば以降慢性的な赤字，逆に日本

は膨大な黒字となっていたことがある．また，日本の建

設投資が大幅に伸び，世界全体の建設投資に占める日本

の割合が米国を抜くという事態にまで至り，米国は日本

に内需拡大と市場開放を強く要求した．米国商務省は，

米国の建設企業に日本市場への参入を奨励したと言われ

る． 

1987 年 11 月，日本政府は松永駐米大使書簡をもって

米国企業の参入を決定した．公共事業全般への参入要求

に対して，17 のプロジェクトを対象に調達に関する特

例手続きを決定した日米建設合意が 1988 年 5 月にまと

まった．さらに 1991年 7月には 17プロジェクトが追加

された． 

米国はその後もモニタリングを行い，実質日米建設協

議は継続していたが，日本が一般競争入札を前提とする

WTO への加盟を決定したことで実質終了したと考えら

れている． 

 

(3) WTOへの加盟 

日米建設協議の開始と同時期に，GATT ウルグアイ・

ラウンドが始まった．ウルグアイ・ラウンドは，世界貿

易上の障壁をなくし，貿易の自由化や多角的貿易を促進

するために行なわれた通商交渉で，1986 年から 1994 年

まで続いた．ウルグアイ・ラウンドでの交渉内容は大き

く次の点であった． 

① サービス貿易や知的所有権の扱い方，農産物の自由

化など（サービス貿易には建設・エンジニアリング

が含まれる） 

② 農業分野交渉は難航し，将来的に全ての農産物を関

税化に移行させること，最低輸入機会（ミニマム・

アクセス）を決定するにとどまり，完全な自由化に

は至らず． 

③ GATT を改組して世界貿易機関(WTO)の設立が決定． 

④ 貿易に関連する投資措置に関する協定 （TRIM），

サービスの貿易に関する一般協定（GATS），知的

所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）等

が成立． 

⑤ これらの協定は先進国が想定する投資ルールのごく

一部をカバーするにとどまり，包括的な投資ルール

の策定に向けた交渉に期待された． 

 

このうち，サービスの貿易に関する一般協定

（GATS）は，サービス貿易の障害となる政府規制を対

象とした初めての多国間国際協定で，対象となるサービ

ス分野は 12 分野（実務，通信，建設・エンジニアリン

グ，流通，教育，環境，金融，健康・社会事業，観光，

娯楽，運送，その他）に分類されている． 

ウルグアイ・ラウンドと並行して政府調達に関する協

定（GPA）も交渉の対象となった．政府調達に関する協

定は 1979 年 4 月に物品調達を対象に締結されたもので，

WTO設置決定の 1994年に改定された．このときの改定

では，物品調達に加えて，建設サービス（建設工事），

設計・コンサルティング業務，広告，コンピュータ処理，

印刷等のサービスも対象として追加され，国機関に加え

て地方公共団体，政府関係機関も対象機関に追加，供給

国の調達手続きに対する不服を処理するための異議申立

手続きを加盟各国が整備することが定められた． 

ウルグアイ・ラウンドにおけるさまざまな協議の結果

は，世界貿易機関（WTO）を設立するマラケシュ協定

（1995年 1月 1日発効）として採択され，サービスの貿

易に関する一般協定（GATS）や政府調達に関する協定

（GPA）の改訂も含まれる． 
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(4) 国内の動き（調達システムの変更） 

日米建設協議から始まる市場開放要求や WTO への加

盟への対応を通じ，日本国内では国際化への対応が必要

に迫られていた．特に，WTO 協定の発効に伴う一般競

争入札の導入は，それまでの指名競争入札を基本とする

調達システムを変えてしまった．また，1990年代初めに

相次いだゼネコン汚職の摘発は，一般競争入札の導入を

加速させたとも言える． 

1994 年 1 月 18 日，国内の公共事業の入札及び執行を

めぐる状況，国際的な建設市場の開放を背景とした諸外

国からの我が国建設市場への参入要望の高まりをも踏ま

え，公共事業の入札・契約手続を国際的な視点も加味し

た透明で客観的かつ競争的なものとしていくことが重要

として，「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する

行動計画」が閣議了解された．行動計画では，「質の高

い公共事業を確保することを念頭に置きつつ，我が国の

公共事業の入札・契約手続について，透明性・客観性及

び競争性をより高めるとともに，内外無差別の原則の一

層の徹底と併せて新たなガット政府調達協定に関する交

渉の実質的妥結も踏まえ，国際的にみてもなじみやすい

ものに改める」としている．行動計画の内容は次のよう

である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) TPPの影響 

TPP は，日本や米国を含む環太平洋地域の 12 カ国が

参加する経済連携協定で，世界の GDP の 4 割を占め，

我が国にとって，アジア・太平洋地域の成長を取り込む

ための成長戦略の柱とされている．日本は 2013 年 7 月

より交渉に参加し，2015 年 10 月に大筋合意に至った後，

2016 年 12 月に国会で承認され関連法も成立した．しか

し，米国の次期大統領トランプ氏が就任前から脱退を表

明しており，TPP の発効については不透明な要素が大き

い． 

TPP の建設産業界への影響について国土交通省は，1)

税関手続きの透明性，2)各国の規制の透明性・法的安定

性・予見可能性が向上，3) 投資財産の保護・保障ルール

の明確化等によって，より一層の海外展開促進による産

業活性化，グローバル・バリューチェーンの創出につな

がる，としている．国内の建設業，コンサルタント業等

に対して最も影響が大きい政府調達については，現行の

WTO 協定と同水準であり国内の公共事業への影響はな

いとし，国内企業の海外進出についても，WTO 協定非

加盟国（ベトナム，マレーシア，ブルネイ）の市場開放

や，既協定国における開放対象の追加に伴い進出機会の

増大が見込まれる，としている． 

一方で，NPO法人建設政策研究所の「TPPへの参加が

建設分野に与える影響に関する見解」（2011年 3月）で

は， 

① 分離分割発注の廃止と発注ロット拡大の可能性 

② ランク別入札方式，地域要件が廃止される可能性 

③ 低価格競争を防止するための最低制限価格制度や失

格基準が適用されない可能性 

④ 総合評価方式の地域建設振興の立場からの評価項目

が改廃される可能性 

が挙げられている．TPP に基づく入札制度では国内外の

建設業者が無差別に参加できることが前提となっており，

上記の地域建設業振興政策が改廃されるということは，

地域の建設業の経営を圧迫する可能性があるとしている．

また，京都大学の藤井聡教授は「TPP 加入は，建設産業

界に限定的なメリットしかももたらさない一方で，建設

産業界と日本の社会基盤整備に深刻な被害を与える」と

し，特に発注ロット拡大，日本企業の下請け化，企業の

買収といった変化に警鐘を鳴らし，国内建設産業の構造

の変化を危惧している．しかし，これら 2つの分析にお

いては主眼は建設業に置かれており，コンサルタント業

への言及は限られている． 

トランプ米国次期大統領は，TPP からの脱退を表明し，

二国間での協定に重点を移すとみられている．その場合，

1980年代からの日米建設協議，日米構造協議にみられた

ような日本の建設市場の開放に対する圧力が再び高まる

ことも懸念される．当時の日米の経済状況，公共事業の

国内市場規模と比較すると，すぐさま米国からの圧力が

高まる可能性は高いとは考えにくいが，グローバル化の

方向性に変化は考えにくく，WTO 協定をどこまで維持

できるのか，さらには大規模資本による企業の買収等へ

進むといった懸念もあり，外国企業の国内市場参入に対

する今後の動きを注視する必要がある． 

  

公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画 
（1994年 1月18日閣議了解） 

(1) 透明・客観的かつ競争的な調達方式の採用 
 国（政府関係機関）の工事で，450 万 SDR（1,500 万
SDR）以上 一般競争入札方式 

 国（政府関係機関）の公共事業に係る設計・コンサル
ティング業務で 45 万 SDR 以上 公募型プロポーザル方
式又は公募型競争入札方式 
（SDR：Special Drawing Rights, 国際通貨基金（IMF）に
加盟する国が持つ資金引出し権（単位）で，2016 年 1
月時点では1SDR＝約169円） 

(2) 調達手続 
 工事：公告から入札までの期間は，少なくとも40日 
 設計・コンサルティング業務：提案書提出者への通知
から提案書の提出までの期間は，少なくとも40日 

(3) 外国企業の適正な評価 
(4) 苦情処理手続の整備 
(5) 入札談合等不正行為に対する防止措置 
(6) その他調達手続の改善に係る措置 
(7) 都道府県及び政令指定都市への勧奨 
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4.  今後拡大が見込まれる JBIC 案件でのインフラ

市場の動向のヒアリング 

 

 建設コンサルタント分野としては今後とも ODA 案件

は非常に重要であるが，発展途上国における旺盛なイン

フラ資金需要に対応するには民間資金によるインフラ開

発が不可欠である．平成 28 年度は，本分野における主

導的役割を担っている国際協力銀行（JBIC）の動向につ

いて，一般財団法人海外投融資情報財団の佐々木永市総

務部長にヒアリングを行った． 

インフラ開発に関連する JBIC のオペレーションの主

なものはプロジェクトファイナンス（投資金融）である． 

投資金融は JBIC のなかでも重要であり，2014 年度に

おいては全体 3.2 兆円のオペレーション中 2.5 兆円を占

めている．プロジェクトファイナンスの中でも，鉄道，

道路，水事業，再生エネルギー等は建設コンサルタント

が大きく関わる可能性が高い分野であり，特に水事業は

今後も大きな伸びが予想されている． 

JBICは本分野においては世界でも最大級の投資金融

機関であるが，Journal of Project Finance International (2013.1)

によれば，2012年の世界のプロジェクトファイナンスの

約定額は 2220億ドル，うちインフラは 650億ドルと膨

大であり，平成 29年度以降は，世界銀行やアジア開発

銀行等，他の投融資機関のインフラ分野の投資金融の状

況についても調査を進めてゆく必要がある． 

表-4 JBIC案件の承諾額，承諾件数状況 

出典：一般財団法人 海外投融資情報財団総務部長 佐々木氏資料 

 

図-3 近年の JBICのインフラプロジェクトへの取り組み 

出典：一般財団法人 海外投融資情報財団総務部長 佐々木氏資料 
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図-4 世界のインフラ需要動向及び予測 

出典：一般財団法人 海外投融資情報財団総務部長 佐々木氏資料 

表-5 民間セクターの 2000-2012年のプロジェクトファ

イナンス市場の動向 

出典：一般財団法人 海外投融資情報財団総務部長 佐々木氏資料 

 

 

5.  平成29年度以降の研究方針 

 

研究計画において平成 29年度は以下の研究を実施す

る予定であった． 

・地域経済研究 

使用する地域経済モデルの確定 

地域経済モデルからインフラ市場への影響の検討 

・アジア通貨危機レビュー 

ヒアリング結果，関連資料の整理分析 

アジア通貨危機と今後予想される経済攪乱の類似

点相違点の洗い出し 

・援助機関動向研究 

関係機関の担当者及び窓口へのヒアリング・資料

収集実施 

関係公表資料の収集整理 

・TPP影響研究 

WTOルール導入時との類似点相違点の整理 

行政関係者からのヒアリング結果の整理分析 

 

一方，第 2章で述べたとおり，平成 28年度の成果か

ら当初の想定との相違，社会状況の変化等により，当初

計画の一部変更が必要となる． 

・地域経済モデル 

 アジア通貨危機を例に取り，経済攪乱がODAに与え

る影響を推定し，地域経済モデルを用いて将来のアジア

地域の経済攪乱がODAに与える影響を検討する予定で

あった．しかし実績において経済攪乱がODAに与える

影響は当初想定より軽微であること，また，今後のイン

フラ市場の資金需要額を考慮するとプロジェクトファイ

ナンスの比重が高まることを考慮し，地域経済モデルに

よる経済状況がインフラ市場へ与える影響推定のアプロ

ーチではなく，インフラ市場のプロジェクトファイナン

スへの資金需要を把握するアプローチを取ることとする． 

・TPP影響研究 

 TPP批准の目処が不透明であることから，整理分析よ

りも，当面はWTOルール導入や日米建設摩擦当時の資

料収集・関係者からのヒアリング等の過去の事例資料の

収集を優先させる． 

 

謝辞：本研究に際し，一般財団法人海外投融資情報財団

の佐々木永市総務部長に貴重な資料の提供と有益な助言

を賜りました．ここに記して深く感謝申し上げます． 
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A STUDY ON ADAPTATION STRATEGIES ON IMPACTS OF ASIA REGION’S 

SOCIO-ECONOMIC CHANGES ON INFRASTRUCTURE MARKET 

 

Ken-ichi TSUKAHARA, Masato TOYAMA, Masahiko TAKAHASHI,  

Makoto MITSUKURA and Takamichi OOI  

 
The target of this study is to make clear impacts of Asia Region’s socio-economic changes on 

infrastructure market and to find potential adaptation strategies for construction consulting firms. As the 

first year of the study, we conducted following studies; 1) a review of Asian Economic Crisis on 1997’s 

impacts on Asia region’s ODA infrastructure market, 2) information collection of infrastructure projects’ 

project finance market, and 3) review of WTO rule introduction impacts on construction industry as a 

showcase of TPP introduction. As for the impacts of Asian Economic Crisis, we showed that the Asian 

Economic Crisis impacts on ODA infrastructure market were quite limited. Even in Indonesia, the loss of 

60% per capita GDP, its Yen Loan structure was back to normal in three years. As for Thai and 

Philippines, their impacted periods of Yen Loan structure were one year and zero year respectively. As 

for JBIC projects, while main stream was natural resources projects in recent years, infrastructure projects 

in water related sector and transportation sector were identified as prospective sectors, and we need close 

watching on these sectors. As for TPP issues, due to fluctuations of international politics, a prospective of 

TPP is quite unclear. At this moment, we need to closely watch how situations will change and find the 

best way to further study. 
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移動を考慮したモビリティと道路空間の関係 

に関する基礎考察 
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近年，パーソナルモビリティと呼ばれる多様な乗り物が出現してきている．これらは，わが国の社会環

境の変化を背景にした，人々の新たな移動需要に対する手段の選択肢として期待されるものと考えられる．

しかしながら，現行の法制度では，公道を走行できないものが存在するのが実情である． 

本論文は，このような課題を技術面から解決するため，多様なモビリティの通行空間のあり方について，

議論することの必要性について論ずるものである．  

 

     Key Words : transportation, personal-mobility, road space, aged society 

 

 

1.  はじめに 

 現在のわが国の道路,とりわけその交通機能に限って

の議論としては，戦後急激に進展したモータリゼーショ

ンで，増加する自動車交通への対応を優先し，自動車の

通行に重点を置いた空間構成で形成されてきていると考

えられる．一方，わが国は，人口減少や高齢化，地方財

政逼迫，都市のコンパクト化，環境負荷低減意識の高ま

り等々，時代による社会及び市民の価値観の変化ととも

に，IT技術の進展と普及浸透にともなう人々の生活活動

が変化し，このことが人々の移動の数･頻度･距離や手段

等の需要に影響してきていると考える． 

このような，変化やニーズに対して，「バッテリー

や車両の技術の進化による多様なモビリティの出現」と，

「通信インフラの構築とスマートフォンやiPad等のスマ

ートデバイス技術の普及浸透が可能にしたシェアリング

サービス[1]等の実現」の大きな技術進展によって，人々

の移動手段の選択多様性の実現が高まってきている． 

しかしながら，限られた道路空間における空間構成

では，これらの多様なモビリティを受入れる議論は行わ

れているものの,未だ準備が整っていない状況である． 

本研究は，こうした問題意識の下に，新たなモビリ

ティの普及の可能性を背景とした，通行空間に関する検

討，つまり，「何が，どこを走るべきか，どう分けるべ

きか」について，安全性や円滑性の観点から技術的面を

中心に,考え方を整理することを目指すものである．そ

して，本論文では,このような議論の必要性があること

を論ずることを目的とする． 

本論文の構成は，2章で本稿で対象とする範囲を示し

た上で，3章で本研究のテーマを導くために，移動を考

慮した多様なモビリティに対する社会的ニーズ等の背景

や問題認識の共有を目指す．4章で多様なモビリティの

普及を実現するためには道路空間との関係について論理

的に整理する必要があることを示す．5章では，既往研

究のレビューを行い本研究の枠組みを提案する． 

 

 

2.  研究対象 

 

本稿で対象とする範囲と枠組みについて，用語の定

義や，研究の枠組みにつながる要素の組合せ等の考え方
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を述べる． 

 

(1) 道路の機能 

道路には，交通機能，空間機能，街区形成機能の 3つ

の機能がある（交通機能と空間機能の 2機能とする考え

方もある）．交通機能は通行する機能と沿道土地や建物

から出入するアクセス機能がある．空間機能には延焼防

止等の防災空間や通風･採光･緑化等の環境保全の環境空

間の機能と，電気･ガス･上下水道，地下鉄等の地下収容

空間の機能がある．街区形成機能は，市街地の計画的形

成等の街路形成軸としての機能がある（武部(1992)1））． 

空間機能については，わが国では 2010 年前後に高架

道路下や地下空間利用をはじめとした道路占用制度や立

体道路制度に関する議論が行われてきた． 

本研究では，モビリティの通行に着目し交通機能に

絞って議論を進める． 

 

(2) モビリティの定義 

「モビリティ」とは，移動性，流動性，可動性，動

きやすさ(機動性)などの意味を持つ．外来語としては，

自動車や公共交通などの文脈で，移動手段，乗り物，交

通（システム）などの意味で用いられることが多い．交

通分野においては，近年，過疎地や中山間地域における

移動確保（「足の確保」と呼ばれることもある）のこと

や，多様な交通施策を活用し，個人や組織・地域のモビ

リティ（移動状況）が社会にも個人にも望ましい方向へ

自発的に変化することを促す取組みを指す，モビリティ

マネジメント等でも用いられる．このような中，本研究

において取扱う「モビリティ」は，「乗り物」に限定し

た意味で用いることとする． 

 

(3) 交通 

「交通」は，広く用いられる定義では「人や物の空

間的な移動」を指し，移動するものに着目して交通の需

要を人的交通需要と物的交通需要に分類する考え方があ

る．一方で，米国の古典社会学者 C･H･クーリーのよう

に，「人や物の空間的移動」という従来の交通の定義を

否定し，交通を「人格及び社会を形成する相互行為とし

て重視するコミュニケーションとみなし，コミュニケー

ションから価値が生成する」という理論を展開するもの

（中野(2012)2））もある． 

本研究では，人的な交通需要を対象とし，交通需要

が散歩，ドライブ，サイクリングなどの移動そのものを

目的とする「本源的需要」と，財やサービスを得るなど

ある場所に行ってある活動を行う本源的需要を満たすた

めの「派生需要」に分類される中において，派生的な需

要による交通を対象に考え，自らの意思による移動に焦

点をあてる． 

 

(4) 交通システム 

交通が実現するためには，いくつかの要素の組合せ

（システム:体系･機構）が必要と考えられる．富永

(1943)3)は，「交通機構の最も一般的で恒久的な分類

（交通手段の要素）は，「通路」と「運搬具」と「動

力」の三者である．」とし，角本(1975)4)は「人の移動

は，空間に輸送具を安全に動かすことによってなされる．

この技術は，「通路」「輸送具」「動力」「運行管理」

の四要素に分かれる．それらの改善は，相互に関連する

けれども，また独立性も強い．」と述べている．ここで，

「動力」は，エネルギーを力学的運動に変換するエンジ

ンやモーターなどを指し，「運搬具・輸送具」は，本研

究で取扱うモビリティ（乗物）を指している．そして

「通路」が道路や鉄道のような通行空間であり，「運行

管理」は，交通ルールや信号制御等の交通管理に関する

ものであると解釈する． 

また，角本 4)は，「総合技術としての交通の性能は，

この四要素の最も弱いものに抑えられるから，各能力の

均衡が重要である．交通技術の進歩は，これらのうちの

どれかがまず飛躍し，他の要素がそれに対応するという

形で実現してきた」とし，例として「18 世紀ワットの

蒸気機関の発明後，キュニョーが蒸気三輪自動車（世界

最初の自動車ともいわれる）を走らせたが成功しなかっ

たのは，動力以外の他の要素が伴わなかった為」と指摘

している． 

本稿では，これらのうち「通路」である「道路」と，

「運搬具･輸送具」である「モビリティ（乗物）」の 2

つの要素に着目し，その関係性を議論することの必要性

について論じることを目的とする． 

 

 

3. 背景と課題 

 

本研究のテーマを導くために，人々の生活における

交通の役割と，時代とともに変化するモビリティの種類

や，移動に関する社会ニーズの変化等背景を記し，問題

認識の共有を目指す． 

 

(1) 生活と移動 

そもそも，人の移動はなぜ必要なのかについて，述

べる．職と住が分離し生活空間が広がった現代社会の生

活において，移動は不可欠である．角本 4)は，「人々の

生存のための二つの条件として，「安住」と「移動」を

取り上げ，移動によって入手範囲を拡大することができ

る物質的満足と，地域的変化で精神的満足を得ることが
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できる」と述べており，また岡(1981)5)は，「「衣食

住」に代えて，交通を加えた「衣食住交」という視点の

必要性」を提唱している．何れの文献においても，「移

動」は，生きる（生活する）ために不可欠な行為と位置

付けられている．なお，これに関連しわが国における

「移動権（交通権）」の議論に触れる必要があると考え

るが，誌面の都合から詳細については他の文献（例えば

安部(2002)6））に譲る． 

近年のインターネットをはじめとした情報技術の進

展により，自らの移動を代替するサービス[2]が普及・進

展する中において，移動の距離や種類，頻度に変化が想

定されるものの，人の移動そのものがなくなることは考

えにくい．このため，これからの社会においても移動そ

のものについて議論し，それらを考慮した交通について

考えていくことは必要であると考える． 

 

(2) 変化するモビリティ・バランス 

a)  モビリティの歴史 

わが国のモビリティ（乗物）の歴史は諸説あるが，

人･徒歩，馬から始まり輿（こし），駕籠（かご），牛

車，人力車，馬車，自転車，自動車へと進展していった

といわれている．このうち，現在の自転車の原形は

1885年（明治 18年）頃で，米国･英国からの輸入が始ま

り 1890 年代以降に国産化が進んだ．大正期までは富裕

層が中心であったが 1960 年代半ばから庶民の手に届く

ようなった．自動車については 1899 年（明治 32）にア

メリカ製電気自動三輪車がはじめて輸入されたが，第二

次世界大戦前は鉄道を中心とした交通政策であったため

普及が進まず，戦後の国民所得の上昇や高速道路の整備

など相まって 1965 年（昭和 40）頃から自家用自動車交

通が急速に発展した，と言われている． 

 

b) 多様なモビリティの登場 

近年になってから，車両技術の進展によりパーソナ

ルモビリティ（以下 PM）と称される新たなモビリティ

（乗物）が製造されている．統一的な分類は著者の知る

限りでは存在しないが，「立ち乗り型 PM（Segway, 

Winglet 等）」，1～2 人乗りの「超小型モビリティ（i-

Road,MC-β等）」，車椅子を代替する「移動支援型

PM(Whill 等)」の種類等が存在する．これらについては，

速度に着目し， PM1(6km/h 以下 ),PM2(10～ 20km/h

帯),PM3(30km/h 程度)に分けて分類整理(鎌田(2016)7))さ

れいるが，現行の法制度では，社会実験等の特例を除い

て公道を走行できないものが存在するのが実情である．

また，これらのモビリティの多くが電気を燃料とし，現

行のバッテリー技術による連続走行距離と価格面の制約

等，課題が指摘されている． 

c) 自動運転とライドシェア 

更に，自動車をベースとした自動運転車両の開発が

進展し，米国では「レベル 4（完全自動運転）」の車両

を 2021 年には量産開始するという自動車メーカー(BBC 

NEWS(2016)8))も存在し，2030 年には完全自動運転車が世

界で 56万台普及すると予測されている(富士キメラ総研

(2016)9))．また，国内ではこのような完全自動運転技術

を用いたタクシーサービスの提供を目指す企業も存在す

る． 

一方で，車両そのものの技術ではなく，スマートホ

ン・タブレット等のアプリを利用した，Uber[3]をはじめ

としたライドシェアリングサービスの諸外国での普及や，

国内におけるカーシェアや相乗りマッチング等，自動車

を所有しないで自動車を利用して移動する新たなサービ

スが普及し，自動車の販売台数の減少が予測される等，

モビリティのバランスの変化も今後は考えられよう． 

 

(3) 社会ニーズ変化への対応 

人口減少や高齢化等が影響し，利用者が減少した地

域公共交通（路線バス事業等）は，存続が困難な状況に

陥るケースが多数存在する．このような中において，普

及が期待される多様なモビリティは，中山間地域や過疎

地域における高齢者の生活移動需要や，コンパクトシテ

ィにおける拠点駅から短距離移動需要等を代替する役割

が期待できる一つの手段として考えられる．また，観光

地におけるシェア利用による周遊交通利用の可能性や環

境負荷低減意識の高まりから，従来の普通自動車から

PM へ乗換需要の可能性等，小さなモビリティへの期待

は高まる傾向にあると言えよう． 

 

 

4.モビリティと道路空間 

 

技術の発展により我々の生活は変化し，派生需要と

しての交通の一部は減少する可能性も指摘される中にお

いて，多様なモビリティに対する社会的ニーズや，社会

に供給される多種のモビリティの動向を踏まえると，円

滑に普及するよう環境を整えることが必要である．この

ため，2.(4)交通システム に記したように，「道路空

間」と「モビリティ」の 2要素の関係について，議論す

る必要があることを以下で示す． 

 

(1) 空間配分の意義 

例えば,インドネシア-ジャカルタ，バングラディッシ

ュ-ダッカ等のアジアの発展途上国の都市において，バ

ス，乗用車，二輪車，自転車等の異なるモビリティが無

秩序に混在した交通状態の画像を見ることがある．これ
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らは交通の円滑性や安全性の観点からも問題を抱えてい

る状況といえよう．一方で，自動二輪車（原付を含む）

が増加するアジアのある都市では，自動二輪車専用車線

を設置して自動車通行車線の整流化を図っている例も存

在する． 

以上は極端な例ではあるが，モビリティの種類に応

じて，通行する空間を分けることの意義は，容易に想像

できよう． 

 

(2)  緩速車道 

わが国において，時代とともに普及するモビリティ

の種類の変化によって，道路空間の配分の考え方が代わ

った一例として「緩速車道」が存在する． 

1919 年に道路法の省令として道路構造令および街路

構造令が制定された．この当時の道路を往きかう主体は

人，自転車，人力車，荷牛馬車，荷車であり，自動車は

少なかった．1924 年の関東大震災震災復興設計におい

て，街路構造令に規定されていない「緩速車道」の用語

が使われた（矢島(2010)10））．震災復興期になると自動

車が増え緩速車との分離が必要になり，あえて緩速車道

が登場したものと考えられる．（元田 11））．その後，

道路構造令（1958 年（昭和 33 年））では，自転車や荷

車等の緩速の車両が通行の用に供することを目的とする

「緩速車道」が規定[4]された． 

自動車交通が急激に増加したモータリゼーション以

降の道路構造令（1970 年（昭和 45 年））においては，

「緩速車道」の規定はなくなった．このことは，人力車

や荷車等の減少と，自動車の増加によって，自動車の通

行の用に供するための空間の割合を増すことが，将来的

にも必要と考えられたためではないかと推察する． 

 

(3) 「共存」という考え方 

以上のように，モビリティの種類や速度に分類して

通行空間を配分する考え方は，他にも多数存在する．そ

の一方で，「多種類のモビリティが混在する中で，標識

や信号，横断歩道，中央線などをなくすことで，歩行者

や車の自主性を高め，アイコンタクトをしながら通行す

るよう促すことで，交通の安全性が向上する」と考える

シェアド・スペースという考え方もある(Hans Monderman

（1945-2008,蘭）)．これと同様に国内においても，

「新しいモビリティの走行空間について，分離の思想に

よる走行空間確保は難しく，混在させて自動車が遠慮す

る道のネットワーク化が必要」と考える研究者も存在す

る．（石田(2016)12）） 

 

(4) 施策の動向 

国土交通省は，社会資本整備審議会道路分科会建議

（中間とりまとめ）13)の中で，「多様な利用者が共存す

る道路空間の形成」を掲げ，「道路空間再配分等による

自転車通行空間，歩行空間の形成」として，生活道路と

幹線道路（地方都市･町村の 2 車線，大都市 4 車線）に

分類し自動車・自転車・歩行者の通行に着目した取組み

の方向性を示している．また，「スローな交通への対

応」として，一人乗り低速車両･新たなモビリティへの

対応が必要と方向性を示している．さらに，「技術開

発・活用による品質の確保と道路の進化」として，新し

いモビリティの開発・実用化の進展を受けて，「道路空

間の再配分や道路の更新の機会をとらえて，パーソナル

化やコンパクト化されたモビリティについて，歩行者，

自転車等と調和する公平なモビリティ環境を実現すべ

き」と，方向性を示している． 

 

 

5.既往研究レビュー 

 

以上を踏まえ，関連する周辺の既往研究として，道

路空間再配分に関連するものと，多様なモビリティと道

路空間の関係を扱った研究をレビューして，本研究の枠

組みを提案する． 

 

(1) 道路空間再配分 

自転車や歩行者の利用空間を論点にした，道路空間

再配分（または空間再構築）に関する既往の研究が多数

存在する．例えば，車線を減少して緑化空間を拡大する

社会実験の効果を意識調査し事後的に評価するもの 14)や，

AHP，コンジョイント分析を用いて，歩行者通行空間の

整備の要素（歩行者の自動車との分離，自転車との分離，

幅員）のどれが大きく影響するかを評価したもの 15）等，

市民の意識評価を用いて空間再配分の適正を事後評価す

る研究がある．一方で，具体の区間を例に複数の道路空

間構築ケースについて交通流動分析を実施し，交通への

影響検証を踏まえ実現可能性を考察した研究 16）がある． 

何れの研究も，既存の道路空間を対象とし，自動車，

自転車，歩行者，緑地をどのように配分するかを検討す

るものである． 

 

(2) 多様なモビリティと道路空間の関係 

一方，金(2003)17)は，多様なモビリティ（交通モー

ド）の共存性について，「道路空間の配分･デザイン」

の論点として，主に自転車道を前提とし原付･電動四輪･

小型電気自動車等について課題を指摘している．また，

金(2012)18)は，コンパクト交通手段（PM）の緒元等から

挙動に関する特性として，空間占有･重量･速度･加害性･

被視認性を分析し，共存性についていくつかの PM を例
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に取上げ考察を行っているが，道路空間との関係には触

れられていない． 

 

(3)  本研究の枠組み 

3.背景と課題 の内容や，4.(4)施策の動向 に記した，

建議（中間とりまとめ）13)において，道路空間の再配分

や道路の更新の機会をとらえて，多様なモビリティが調

和する環境実現の必要性を指摘していること等からも，

「どのモビリティが，どこを走るべきか，どう分けるべ

きか」ということについて，議論を必要とする社会的な

要請を確認できたと考える． 

一方で，既往研究では，(1)道路空間再配分 に関する

議論については，1)個別の箇所を対象としていること，

2)自転車や歩行者の通行を想定している（多様なモビリ

ティは対象となっていない）こと，また，(2)多様なモ

ビリティと道路空間の関係 に関する研究は，著者の知

る限り少数しか存在せず，3)モビリティの分類はあるが

体系的な整理を踏まえた課題提起となっていないこと，

4)具体の道路空間を設定して議論していないこと，から

上記の要請に直接的に応える既往研究は存在しない． 

そこで本研究では，交通システムの2要素である「道

路空間」と「モビリティ」に着目し，多様なモビリティ

の類型化を試み，各モビリティ類型と通行する道路空間

の組合せを提案すること目的とする． 

 

 

6．まとめと今後の課題 

 

本稿では，研究の対象範囲を明らかにした上で,社会

情勢変化や技術進展を背景にした新たなモビリティ利用

の必要性に言及し，多様なモビリティの普及において道

路空間との関係を整理する必要性があることを指摘した．

そして既往研究レビューを踏まえ研究の枠組みを提示し

た． 

今後の課題として，1) 多様なモビリティの類型化，

2) 移動条件（距離・速度）とモビリティと道路種別の

組合せ，3) 道路種別毎の空間構成，等について研究が

必要であると考えている．  

 

 

注釈 

[1] シェアリングエコノミー（Sharing economy,共有経済）と

同義で用いられることもある．場所・乗り物・モノ・人・お

金などの遊休資産をインターネット上のプラットォームを介

して個人間で貸借や売買，交換することでシェアしていくサ

ービスのこと．ここでは，Uber[3]等によるライドシェアも含

めて記している． 

[2] 例えば，ネットスーパーは宅配等により物が消費者の元へ

移動する．Web スクール，ネット配信(例えば Chromecast, 

Apple TV,Amazon Fire TV等はDVDレンタルサービスを代替)，

遠隔診療等は，通信を媒介することで，サービスを受ける主

体の移動を代替する． 

[3] 米国のウーバー・テクノロジーズが運営する，自動車配車

ウェブサイトおよび配車アプリ．現在は世界 70 カ国・地域

の 450 都 市 以 上 で 展 開 (https://www.uber.com/ja-

JP/(2016.12.1))．同様のサービスを提供するものとして，

Lyftや Sidecar，Hailo，Gett，Didi Dache等がある． 

[4] 道路構造令（昭和 33年(1958年)8月 1日公布）において， 

第二条（用語の定義）三 緩速車道 主として自転車，荷車

等の緩速の車両の通行の用に供することを目的とする車道の

部分をいう．第八条（緩速車道）緩速車道は，車道の各側に，

分離帯によりその他の車道の部分と分離して設けるものとす

る． と規定されている． 

 

参考文献 

1)  武部健一：道のはなしⅡ, 技報堂出版,  pp.121-127, 1992. 

2) 中野剛志：C･H･クーリーの「交通」の概念：交通研究にお

ける相互行為論的アプローチの導入に向けて, 土木学会論文

集D3(土木計画学), Vol.68, No.1, pp.30-42, 2012. 

3) 富永祐治：交通学の生成‐交通学説史研究, 日本評論社, 

pp.468,1943. 

4) 角本良平：人間と移動，中公新書407, pp.2-5, 52-54, 1975. 

5) 岡並木：都市と交通，岩波新書155,pp.i, 1981. 

6) 安部誠二：交通権の意義とその必要性，IATSS Review Vol.37, 

No.1, 2002. 

7) 鎌田実：新たなモビリティの概要,土木学会誌 Vol.101 No.11, 

pp.14-17, 2016. 

8) BBC NEWS:”Ford's self-driving car 'coming in 2021'”,2016.8.17,  

http://www.bbc.com/news/technology-37103159（2016.12.1）. 

9) 富士キメラ総研：2016 次世代カーテクノロジーの本命予測, 

第16049号, 2016,  https://www.fcr.co.jp/pr/16049.htm  (2016.12.1). 

10) 矢島隆:街路構造令 40 年の展開（その２）－緩速車道，自

転車道を中心として－, 都市と交通 79号, pp.10-18, 2010. 

11) 元田良孝：自転車走行空間の歴史 , http://p-www.iwate-

pu.ac.jp/~motoda/bicycleroadhistry.pdf（2016.12.1）. 

12) 石田東生：新たなモビリティへの期待と課題，超小型モビ

リティシンポジウム, 2016.3. 

13）国土交通省：社会資本整備審議会道路分科会建議（中間と

りまとめ）, 2012.6. , http://www.mlit.go.jp/common/000219233.pdf 

(2016.12.1) . 

14) 大村虔一：道路空間の再構成をめぐる考察－仙台市を事例

に－，IATSS Review, Vol.30,No.4, 2005. 

15) 味水佑毅：歩行者通行空間への道路空間の再配分に関する

一考察, 地域政策研究（高崎経済大学地域政策学会）,第 15 巻,

第４号,2013. 

16) 尹鍾進, 井上恵介, 江守昌弘, 郡佑毅：道路空間再構築が道路

交通へ及ぼす影響に関する考察―沼津市を対象として－, 土

木学会論文集D3（土木計画学）, Vol. 68, No. 5 , pp. 305-313 , 2012. 

17) 金利昭,  鈴木直記, 寺島忠良：私的短距離交通手段の多様化

と共存性の論点, 土木計画学研究･論文集, Vol. 20 ,pp. 691-701, 

2003. 

18) 金利昭, 髙崎祐哉：新しいコンパクト交通手段の特性分析と

共存性の課題, 土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.68, No.5, 

pp.893-902, 2012. 

(2016. 12. 19受付) 

 



 

 28 

 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOBILITY AND ROAD SPACE  

 

SHIMAMOTO Hiroyuki, EMORI Masahiro, YAMAGUCHI Daisuke 

 and NOMIYAMA Hisashi 

 
In recent years, various vehicles called “Personal Mobility” have been appearing. They are expected to 

be a choice of transport mode for new travel demand, due to the social change such as aged society. 

However, in the current legal system, some of them are not legally to run on public roads. 

In this paper, to solve the mentioned problem, the necessity to discuss about the future of various types 

of mobility’s traveling space is being described based on the technical aspect. 
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OECD の調査では，我が国の孤独を感じる子どもの割合は約 30%に達し，他国と比べて突出して高くなってい

る．その一因として，子どもが外で遊べる環境が激減し，それとともに心身の成長につながる自然体験の機会が

大幅に減少していることが挙げられる． 

一方，遊び場を内包する社会資本整備のあり方に目を向けると，従来の計画・設計では治水等の主要な目的に

対する機能や強度，安全性の確保等が重視され，そこでの遊び体験による心身の育成効果といった子ども目線の

要素については触れられていないのが実状である． 

この課題に対して，本研究では子どもの水辺活動時の『発話』を収集・分析し，水辺体験で育まれる力と，そ

れらに必要な水辺環境条件をとりまとめた．さらに，そのような水辺環境での活動を支援するため，子どもに同

行する親を対象とした情報提供ツール（遊び方や安全管理に関わる留意事項を盛り込んだリーフレット）の開発

を行った． 

 

Key Words : Children， riparian river，environmental condition，utterance，developmental psychology 

 

 

1．  はじめに 

   

OECDの調査では，我が国の孤独を感じる子どもの割

合は約30%に達し，他国と比べて突出して高くなってい

る．その一因として，子どもが外で遊べる環境が激減し，

それとともに心身の成長につながる自然体験の機会が大

幅に減少していることが挙げられる． 

一方，遊び場を内包する社会資本整備のあり方に目

を向けると，従来の計画・設計では治水等の主要な目的

に対する機能や強度，安全性の確保等が重視され，そこ

での遊び体験による心身の育成効果といった子ども目線

の要素については触れられていないのが実状である． 

この課題に対して，本研究では子どもの水辺活動時

の『発話』を収集・分析し水辺体験で育まれる力と，そ

れらに必要な水辺環境条件をまとめた．さらに，そのよ

うな水辺環境での活動を支援するため，子どもに同行す

る親を対象とした情報提供ツール（遊び方や安全管理に

関わる留意事項を盛り込んだリーフレット）の開発を行

った． 

なお，ここで扱う水辺とは，都市部における中小河

川のうち流量コントロールが為されていない水辺とし，

そこでの体験活動を水に接する行為を主とした親水活動

と定義する．したがって，人の手を加えなくても元々自

然豊かで親水活動が可能な上流域の河川，及び湖沼，海

岸，下流河川は対象外としている． 

 

2．  研究方針 

 

子どもの目線や心理面を確認する方法には様々なも

のがあり，本研究においても 2年前の研究当初は，子ど

もたちの『表情』に着目する方法を採用した．しかしな

がら，表情というのは調査者，すなわちそれを受け取る

側の主観に左右され得るものであり，子どもたちが本当

に感じていることや心理面をミスリードし兼ねないとい

う課題があった． 

そこで，本研究では発達心理学の分野でしばしば用

いられる『発話』に着目し，フィールド調査によって，

水辺において子どもたちが発する言葉を記録した．次に，

それらに含まれる心理的要素（能力や資質を表すもの）

を分析することで，水辺体験で育まれる力の抽出を行っ

た．また，フィールドの選定にあたっては，研究対象で

ある自然的な水辺のうち発話記録が期待されるような利

用の多い場所を基本とし，比較対照として流量コントロ

ールされている人工的な水辺等，数箇所選定した．これ

らのデータを比較分析することにより，自然的な水辺に

特徴的な育まれる力を抽出し，その発話が為されている

場所の物理環境条件を整理した．本研究では，この物理

条件を子どもの目線や心理を取り入れた心身を育むため

の水辺環境条件と位置づけた． 
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なお，抽出された心理的要素を水辺で育まれる力と

して捉えたのは，子どもたちは覚えたことや見聞きした

ことを繰り返し実践することで身に着けるものであり，

発話が記録された水辺はそのような経験ができる場とい

う意味で育成に寄与していると考えたためである． 

水辺環境での活動を支援するための情報提供ツール

については，予め遊び方や安全管理に関わる留意事項を

盛り込んだリーフレットをフィールド調査時に同行する

大人へ配布し，改善意見等を収集・反映させることで現

地の要望を把握し，リーフレットを改善した. 

 

3．  フィールド調査（発話記録） 

 

分析用の発話データや物理環境データは，フィール

ド調査にて取得した．フィールド調査計画，調査結果は

以下のとおりである． 

 

(1) 調査計画 

a) 調査時期・時間 

水辺における子どもたちの親水活動は，夏季に多い

と考えられるが，ここでは季節的な違いの有無について

も明確にすることを目的とし，調査時期は利用が想定さ

れない冬季を除く春季，夏季，秋季に設定した．また，

平日と休日の違いについても把握できるよう，各季節に

おいて，平日，休日それぞれ1日ずつ設定し，合計6日間

の調査日とした．なお，平日については，週明けの月曜

日，火曜日は休日の疲労により利用が限定的になると想

定されたことから，水～金曜日を候補日とし，天候を踏

まえて設定した． 

また，時間帯による利用の違いを把握するため，

10:00～17:00までを調査時間とし，時間帯ごとに発話を

集計できるように記録した． 

 

b) 調査場所 

調査場所は，都市部の利用の多い自然的な水辺を研

究対象とし，野川，落合川，和泉川の3箇所を設定した．

また，比較対照として，人工的な水辺である野々下水辺

公園，東大宮親水公園の2箇所，利用の少ない自然的な

水辺である引地川の1箇所についても調査場所とした． 

ただし，6箇所のうち和泉川，東大宮親水公園の2箇所

は補足調査として実施したものであり，全6回のうち1～

2回の調査のみのため，調査努力量が異なっている． 

 

c) 調査方法 

① 基本方針 

発話調査では，利用者が発する言葉を記録していく

こととなるが，例えば「発話無し」というデータが得ら

れた場合に，利用者が多かったにも関わらず無かったの

か，そもそも利用者がいなかったのかでは意味合いが異

なると考えられる．そのため，まず利用者の全体概要を

把握することとし1時間毎（概ね毎正時に1回）全体がわ

かるようなアングルにて定点写真撮影，及び性齢別の子

どもたちの人数集計を行った．これらの記録には，子ど

もたちの行動記録票の「全体概要」を用いた（図-1）． 

次にその中から，できるだけ子どもたちの性齢やグ

ループ構成に偏りが生じないようにサンプルを選択し，

発話の記録を実施した．その際，発話の内容は構成メン

バーによって変わる可能性があると考えられたことから，

どのようなグループであったかについても併せて記録し

た．これらの記録には，子どもたちの行動記録票の「個

別記録」を用いた（図-2）． 

最後に，発話が記録された場所の物理環境条件を記

録した．具体的には発話調査時に確認箇所を平面図上に

記録し，後日その場所の環境条件を記録する方針とした． 

指標には水深や流速等を用いたが，発話を誘発する

場は複数の指標が合わさって形成されていることも考え

られたことから，そのような複合要素も把握できるよう

写真撮影による定性的な記録も行った．数値の記録には

水辺の環境条件の記録票，子どもたちの行動記録票の

「全体概要」の一部を用いた（図-3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 子どもたちの行動記録票「全体概要」 
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図-2 子どもたちの行動記録票「個別記録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 水辺環境条件の記録票 

 

② 発話記録の具体的な方法 

発話調査は作業観察，すなわち受動的に聞こえてく

る子どもたちの言葉を記録する方針とし，インタビュー

形式による記録は，誘導的になり兼ねないことから敢え

て実施しなかった．また，幼児の発話は文脈をもって理

解できる場合があるため，現地にて生の声を記録する方

針とした．これに関連し，ビデオ撮影は情報量が多過ぎ

るという理由から採用しなかった． 

記録対象者は子どもが中心となるが，大人との会話の中

で発せられるものも多く，その前後関係で意味が理解で

きることもあることから，大人の発話についても補足的

に記録する方針とした．また，一つの発話が長文となり

過ぎないよう区切りをもって記録することとした． 

各サンプルについては，後でどのような性齢，グル

ープ構成であったかがわかるように，また特徴的な行動

や興味深い行動があれば考察に活かせるよう，適宜，ス 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 発話記録とスナップ写真撮影事例 

 

ナップ写真を撮影することとした（写真-1参照）． 

 

③ 子どもの年齢区分 

本研究では，子どもの年齢を図-2の年代欄に示す区分

で整理している．ただし，これらは発達心理学の分野で

用いられている区分と若干異なっていることから，混乱

を避けるため表-1のとおり関係性を整理した． 

 

表-1 子どもの年齢区分の定義 

年齢 発達心理学の区分 本研究での区分 

0歳～1歳半頃 乳児期 幼児 

1歳半～3歳頃 幼児前期 

3歳～6歳頃 幼児後期 園児 

6歳～9歳頃 児童期 小学校低学年 

9歳～13歳頃 小学校高学年 

13歳～15歳頃 青年期 中学生 

15歳～18歳頃 高校生 

 

（2）調査実施状況 

フィールド調査の具体的な調査実施状況は表-2，表-3

のとおりで10時～17時に実施した． 

 

表-2 調査実施状況 

時期 実施日 

調査場所 

調査対象 比較対照 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

春 

季 

平日 5/19（木） ○ ○ ○ ○ ○  

休日 5/21（土） ○ ○  ○ ○  

夏 

季 

平日 8/19(金)，26（金） ○ ○  ○ ○ ○ 

休日 9/3(土)-9/4(日) ○ ○  ○ ○ ○ 

秋 

季 

平日 10/13(木)-14(金) ○ ○  ○ ○  

休日 10/15(土)-16(日) ○ ○  ○ ○  

 

表-3 調査場所の凡例 

分類 No. 水辺の名称 

調査 

対象 

利用の多い 

自然的な水辺 

① 野川 

② 落合川 

③ 和泉川 

比較 

対照 

利用の少ない 

自然的な水辺 

④ 引地川 

人工的な水辺 ⑤ 野々下水辺公園 

⑥ 東大宮親水公園 

すごいザリガニ出てきたけど

(違うグループの2人に見せる) 

お！ 

石が入ってる！ 
やめろー！ 
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(3) 調査結果 

フィールド調査の結果，発話記録数1,830回，発話記

録人数435人であった．概要は以下のとおりである． 

なお，発話の具体的な内容については，育成される

資質（育まれる力）の定義，及び分析結果を含め4章に

示した．またそれらに必要となる水辺環境条件について

は5章にとりまとめた． 

 

a) 季節別の結果 

季節別の発話数と発話記録人数は図-4のとおりである．

発話数では夏季平日が最も多く，次いで夏季休日，春季

休日が多くなっている．夏季平日は，記録人数も突出し

ているように，夏休み期間中であって利用者自体が多か

ったことを反映したものと考えられる． 

それに比べると夏季休日は若干少ない印象である．

夏季休日については，当初は夏休み期間中の調査を予定

していたが悪天候が続いたため夏休みが明けた9/3に実

施している．明確な因果関係はわからないが，このこと

が関係している可能性があると推察される．ただし，野

川にて同行していた大人によれば，真夏日は日差しをさ

えぎるものがないため，かえって利用者は少なく，今日

くらい（9/3）の方が利用者が多いとのことであり，調

査時期としては問題なかったものと考えられる． 

当初，利用の多くは夏季に集中するだろうと想定し

ていたが，上記のとおり，春季や秋季にも多くの利用が

あることが明らかとなった．特に春季休日が多かったが，

これについて調査日の平均気温，平均水温，気温水温差 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 季節別の発話数，発話記録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 調査日の平均気温，水温，気温水温差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 時間帯別の発話数，発話記録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 時間帯別の平均気温 

 

の平均値から要因分析を試みた（図-5参照）． 

図-5をみると，利用の多い夏季平日，夏季休日，春季

休日の正午前後の地点平均気温は27.8℃以上，水温は

20.8℃以上となっている．水温20.8℃以上の条件でみる

と，春季平日も満たしていることとなるが，この日の利

用は少ない．そこで気温と水温差に着目し，その平均値

を見てみる．すると，上位3日間は7℃以上であるのに対

し春季平日は5℃程度となっており，利用状況に見合っ

た違いが見られた． 

以上のことから，水辺の利用については，気温と水

温差が7℃以上というのが条件の一つとなっている可能

性が示唆される． 

 

b) 時間帯別の結果 

時間帯別の発話数と発話記録人数は図-6のとおりであ

る．時間帯別に見ると15時台が最も多く，次いで11時台

が多い．逆に10時台や12～13時台は少ない状況である． 

12時～13時は，平均気温は高いが，昼食のため一時帰 

宅するものが反映されたものと考えられる．現地ではそ

のような光景を多数目の当たりにしており，実際，記録

人数を見ても少なくなっている． 

10時台については，調査日の時間帯別の平均気温は

25.6℃と低くなっている（図-7）．このことから，10時

台が少ない理由は，朝早い時間帯で気温が上がらず，肌

寒いためと考えられる． 
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c) 場所別の結果 

場所別の発話数と発話記録人数は図-8のとおりである．

場所別発話数は，野々下水辺公園で最も多く，ついで落

合川，野川で多くなっている．野々下水辺公園は流量を

コントロールされた人工的な水辺，野川と落合川は利用

の多い自然的な水辺であり，人工的な水辺であっても発

話が多く行われていることが示された．和泉川，東大宮

親水公園は，3章に示したとおり毎回調査しているわけ

ではなく，また引地川も発話数が少ない事例であること

から，4章の発話内容の分析では割愛する． 

 

d) 年齢別・性別の結果 

年齢別，性別の発話数は，図-9のとおりである．年齢

別にみると，小学校低学年が最も多く，ついで園児，小

学校高学年，幼児の順である．高校生は発話が記録され

ていないが，これは高校生の利用自体がなかったためで

ある． 

性別でみると，全体の約7割が男子であり，この傾向

は年齢が上がるにつれて顕著となる．小学校高学年以上

では男子の割合が8割近くになっている． 

 

e) 同行者別の結果 

同行者別の発話記録人数は，図-10のとおりである． 

これを見ると，幼児～小学校低学年は親の同行利用

が多く，中でも幼児期は母親単独の同行，園児～小学校

低学年では両親や父親の同行が多くなっている．このこ

とは，川遊びのきっかけは親であることを示唆している

と考えられ，本研究で別途検討している，活動を支援す

るための情報提供ツール（リーフレット）についても，

その配布先を親としていることの妥当性が示されたと考

えられる． 

また，子どもたちだけの利用（友達同士，兄弟）は

小学校低学年以降に増加している．ここをもう少し掘り

下げて，子ども同士の利用について，時間帯・季節別，

性齢別の傾向を見てみる．図11～12を見ると，時間帯は

昼から夕方に増え，年齢別では小学校低学年～高学年が

多くを占める．性別は7割以上が男子である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 場所別の発話数，発話記録人数 

以上の利用状況から，子ども同士の利用時の事故を

未然に防止するための効果的なパトロールについて，そ

の時間帯や場所，注意すべき学年の有用な示唆が得られ

たと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 性齢別の発話数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 同行者別，年齢別の発話記録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 子ども同士の利用の時間帯・時期別記録人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 子ども同士の利用の性齢別の記録人数 
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4．育成要素（育まれる力） 

 

(1) 育成要素の定義 

水辺における体験活動で育成される要素としては，

河川財団のガイドラインの研究事例がある．本研究では

それらを基本とし，発話に含まれる要素を分析した．ま

た，その過程でどれにも該当しない発話があった場合は，

そこに内包される要素を新たな要素として設定し，最終

的に表-3に示す4分類15要素を育成要素として定義した．

なお発話調査では，メタコメントを追跡することが可能

である．これは，ものごとを俯瞰的，客観的に捉え，冷

静に分析するコメント，また状況の改善に向けてプラン

を立て直すようなコメントであり，これからの子どもた

ちに求められる課題解決力と表現できる． 

本研究では発話調査を採用したことによってこのよ

うな要素の分析も可能となっている． 

 

 (2) 水辺ごとの育成される力 

ここでは，3章で整理した1,830回の発話から前節の育

成要素を複数回答にて抽出し，各要素について水辺間の

比較を行った．なお，発話回数は人数が多いほど増える

と想定されることから，集計された発話回数を利用人数

で除した一人あたりの発話回数を指標として整理した

（図-13）． 

これを見ると感受性，挑戦性，安全性，自律性，水

の知識，ものの知識の6要素は水辺間の違いは見られず， 

いずれの水辺でも同様に確認されている．これらの要素

は，例えば「感受性」や「水の知識」は水に触れること

で気持ちいいとか冷たいといった感覚や流れる水の特性

を体験できること，「ものの知識」は水辺の生きものが

いれば網を使う機会が増えることで得られるものであり，

水さえあれば経験可能な要素である． 

  

表-4 水辺での体験活動で育成される力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13  1人あたりの発話に含まれる育成要素の回数 

分類 
水辺で 

育まれる力 
定義 例 

①
自
分
の
行
動 

身体性 体力、運動能力 ・こうやって降りるんだよー 
感受性 刺激を受けて、感情を引き起こす力。自然

の変化や生き物の生死に関すること、気持
ちよさ（快・不快）や疑問（不思議）に関する
ことなど。比較するような表現も含む。 

・冷たくて気持ちいい 
・ぬるぬるして気持ち悪い 

創造性 経験をつなぎ合わせて加工し、新しいもの
を付け加える力。 
創造的想像として、類推（比喩：直喩、隠
喩）、因果推論（仮説・検証）を含むもの 

・ジェットコースターみたいでしょ 
・カエルの怪獣がいた。 
・（水鉄砲の水を上に飛ばして）雨だ！雨
だ！ 

挑戦性 できるようになるまで意欲的に取組むこと ・もう 1回やりたい。 
・ザリガニ見つけたい。 
・再挑戦だ―。 

主体性 自分から進んで活動することができること ・よし、いいこと思いついた。こうしよう。 
・僕がやるー。 

安全性 リスクやそれを回避すること ・大変すべりやすくなっております。 
・行ける?落ちちゃうかもよ。 

自律性 やりかけたことは（途中で飽きても）最後ま
でやり遂げようとすること。 

・水に入っちゃダメなのにねー 
・俺あと 15分で帰るね 

忍耐力 我慢する力。たとえば、転んだときに痛み
を我慢すること、疲れたけど自分で歩こうと
することなど 

・痛いっ！いいこと思いついた！よし OK! 
・豆がつぶれそうだ。 
・石がささって痛い！（でも歩いている） 

②
人
と
の
関
わ
り 

社会・協調
性 
（相手に合
わせる） 

人と関わって関係性から生じる事柄。協力
したり、相手を制御したりすることば、お願
いすることば、お互いを尊重することば。ル
ールに関するものやけんか・仲直りも。 

・水あったかいよ。 
・いいよ！ 
・いくよー 
・よし捕ろっかー！ 

交渉力 
（自分に合
わせる） 

提案を人に伝える力。欲求をかなえるため
に親や友達とかけあう言葉。 

・1回だけ網貸して！ 
・みんな持つの交代してよ 
・パパあっちいきたい！ 

共感性 
（おもいや
り） 

他人の身の上や心情に心を配ること。ま
た、その気持ち。同情。 

・急がなくて大丈夫だよ。 
・こっちの石ととりかえる？ 
・水につけないと死ぬよ？（ザリガニを） 

③
も
の
と
の
関
わ
り 

水に関する
知識 

流れ、水圧、水温の変化、土砂の運搬な
ど、水に関すること 

・こっちの水は冷たい。 
・流れがはやい。 
・お、ここ流れないじゃん。たまっている。 

生物 に関
する知識 

生きものの名前や生態に関すること ・これ、コオニヤンマだよ。 
・一緒に入れたら死んじゃうよ。 

ものに関す
る知識 

石や土、道具、自然環境（風・天気）など、
物に関すること 

・水色に見える石が、水の中から出すと黒
色なんだ。 

④
課
題
解
決
力 

解決力 葛藤場面で打開する力。また、生じている
ことを冷静かつ俯瞰的に客観視し、目的に
向かってプランを立て直す提案力、制御力
を含むものとする。 
 
メタコメント（※）を抽出することで評価す
る。 
※事象に対して状況を捉えて解説したり批判
したりすることば。後ろにプランの言葉がく
る。 

・皆でかたまって見つからないんだから分
かれて探したらいいんじゃない？2 人ず
つで探そう。 

・魚がいるのは見つかりにくいところだから
ね。中の方をごそごそするんだよ。 

・人がいるから、やめよう。 
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このように要素によっては自然的な水辺だけでなく

人工的な水辺でも育成され得ることが明らかとなった．

一方，人工的な水辺と比較し，自然的な水辺にて多く確

認された要素としては，「創造性」や「課題解決力」な

どが該当した． 

「創造性」は，想像的創造として，これまでの知識

を組み合わせて新しいものを発想するもの，比喩的な表

現も含めむものとしている．自然的な水辺では，変化に

富む多様な環境が存在し，それらが表現力を豊かにし，

かつ新しいものを創造するような発想力を身につける場

になっていると考えられる． 

「課題解決力」は，自然的な水辺の中でも野川で多

くなっている．これは，落合川が湧水由来であって自然

的な水辺の中でも安心感を感じられる環境であるのに対

し，野川はより自然的な環境となっているためと考えら

れる．このことは，時として危険な思いを経験しながら

「安全性」を育み，また多種多様な生きものに触れるこ

とで「生きものの知識」を身につけられることであり，

これらの要素は落合川よりも野川の方で多くなっている．

つまり，このようなより自然な環境であることが，様々

課題に直面でき，それを乗り越える経験の場になってい

るものと考えられる． 

以上のように，自然的な水辺に特徴的な要素として，

「創造性」「課題解決力」が抽出された．これらの2つ

の要素について，次章ではその発話が為されている場所

の物理環境条件を整理し，育成に必要な水辺環境条件を

留意事項として整理した． 

 

5．育まれる要素に必要な水辺環境条件 

 

(1) 水辺環境条件の抽出方法 

子どもを育む水辺環境条件を明らかにするため，前

章で得られた「水辺で育まれる要素」に着目した．この

うち，自然的な水辺で特徴的であった「創造性」「解決

力」に関する発話内容や発話が確認された場所の写真を

基に，文脈を考慮しながら定性的に分析することで，発

話や行動を誘引した水辺環境条件を抽出した．抽出の事

例を図-14に示す． 

 

(2) 水辺環境条件の抽出結果 

 既往検討では，発話内容を大きく類型区分して物理環

境や子どもの行動をもとに図-15に示す子どもの利用す

る水辺環境条件を整理した．これらについて，今回の発

話分析結果を基に再検証した結果，既往の整理条件では

表現し切れていない要素があることが明らかとなった．

この再検証過程によって，「子どもの視点」を内包させ

た水辺環境条件が得られたと考える． 

抽出された水辺環境条件を表-4に示すとともに，水辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14 水辺環境条件の抽出事例（解決力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-15 子どもの利用する水辺環境条件（既往検討成果） 

 

環境条件の主な特徴を以下に示す． 

・33の条件が挙げられ，「動植物」「水や水辺との関わ

り」「土砂（石含む）」「ソフト面」に関するものに

分類された． 

・自然的な水辺において特徴的な条件として，「水の中

を歩いて移動できる」「自然の石を自由に動かせる」

など，子どもたちが自分たちの意思で移動しながら自

由に遊べる環境により育まれることが示唆された． 

・同様に自然的な水辺で特徴的な条件として「多様な生

き物が生息できる」ことが挙げられた．人工的な水辺

（野々下公園）においても水生生物は生息していたが，

夜間は導水を停止するため，一部の湿地環境にザリガ

ニ等が生息するのみであった．導水を継続し魚類など

多様な生物が生息することで，さらに子どもを育む水

辺となると考えられる． 

・「自分でアプローチを探したり選んだりできる」「流

れが分かれている」など，階段等でアクセスを固めた

り，自然のワンド等を保全することで，子ども達の

「解決力」を育む一助となることが示唆された． 

・多様な動植物が生息・生育する環境を創出することで，

子ども達の「創造性」を育む環境の創出に結びつくと

考えられる． 
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表-5 創造性・解決力に関係する発話を支える水辺環境 

 

・発話数は少ないものの，他の条件と合わせることが

難しい条件もあり，多様な条件が組み合わさること

で，子ども達を育んでいることが推察される． 

・ソフト面の条件としては，タモ網や虫かご（水そ

う）等の遊び道具の所持や水辺での遊び経験，仲間

の動向など，必ずしも環境（ハード面）に結びつか

ない要素が挙げられた． 

 

6．水辺活動支援ツールの開発（ソフト対策） 

 

水辺での活動を支援するための情報提供ツールにつ

いて，エンドユーザーの要望を反映し改善させること

を目的とし，フィールド調査時にリーフレット素案を

配布するとともに，意見を集約した． 

得られた意見と対応方針は表-5のとおりであり，これ

をもって改訂版リーフレットを得た．なお配布ルート 

 

表-5 エンドユーザーの要望と対応方針 

項目 対応方針 

反映 

項目 

直接情報 

を追記 

○熱中症対策（水分補給），○マナーの話， 

○大雨増水の話 

他サイト 

の紹介 

○急な増水，天気情報…気象庁等のQRコード 

○遊べる川，周辺施設紹介…川遊びMAPのURL 

反映を見合わせる 

項目 

○靴の話は既に記載済み． 

○多少の危険を経験させる件は，責任問題を問わ

れるリスクがあるため記載しない． 

○草刈情報，水量情報は，水辺ごとの個別情報に

なるため，記載しない． 

については，自社HPからのダウンロード（河川財団等

の公共HPからのリンクによる周知も検討），国土文化

研究所の舟めぐり参加者への配布を想定している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図-16 水辺活動支援ツール（リーフレット） 

創造性 解決力 野川 落合川 野々下公園 自然的な水辺 人工的な水辺

1 生き物が生息できる（水生生物） 70 ○ ○ 25 28 17 53 17

2 生き物が生息できる（陸上昆虫） 11 ○ ○ 9 2 9 2

3 生き物が生息・休憩できる（鳥類） 1 ○ 1 0 1

4 生き物が生息できる（両生類） 2 ○ 1 1 1 1

5 多様な生き物が生息できる（同じ分類群で複数種） 4 ○ 4 4 0

6 水辺に植物が生育している 14 ○ ○ 3 10 1 13 1

7 水際が草つきになっている 27 ○ ○ 7 13 7 20 7

8 水辺に実の生る木が生えている 1 ○ 1 0 1

9 水面にオーバーハングしている植物（樹木、草本類）がある 6 ○ ○ 6 6 0

10 水辺に近づくことができる（水面を覗くことができる） 11 ○ ○ 4 4 3 8 3

11 自分でアプローチを探したり選んだりできる 5 ○ ○ 4 1 5 0

12 流れがある 20 ○ ○ 5 11 4 16 4

13 流れに緩急がある 9 ○ ○ 3 5 1 8 1

14 水の中に入れる 75 ○ ○ 26 40 9 66 9

15 水の中を歩いて移動できる 31 ○ ○ 9 19 3 28 3

16 水のかけあいができる開けた環境がある 13 ○ ○ 1 12 13 0

17 上り下りできる斜面や巨石、段差、落差工がある 7 ○ ○ 3 3 1 6 1

18 川を渡るための飛び石がある 1 ○ 1 0 1

19 流れが分かれている（ワンド） 3 ○ ○ 1 2 3 0

20 水深に変化がある 6 ○ ○ 3 2 1 5 1

21 川幅や流速の違う川と合流している 2 ○ ○ 2 2 0

22 左右岸を行き来できる 1 ○ 1 0 1

23 水辺にオープンスペースがある 3 ○ ○ 1 1 1 2 1

24 川沿いの小道または移動スペースがある 5 ○ ○ 4 1 4 1

25 川流れができるような環境がある 3 ○ ○ 3 3 0

26 巨石に囲まれている 1 ○ 1 0 1

27 水が湧き出ている 1 ○ 1 0 1

28 川に顔をつけて泳げる 2 ○ 2 0 2

29 水際に土・泥が露出している 2 ○ ○ 2 2 0

30 自然の石を自由に動かせる 31 ○ ○ 10 20 1 30 1

31 河床に砂がある 1 ○ 1 0 1

32 河床に石がある 5 ○ 2 2 1 4 1

ソフト面 33 ソフト面の条件 73 ○ ○ 22 43 8 65 8

30 25 147 229 71 376 71

物理環境の定量的な調査結果や発話の大分類による分析では不足していた事項

自然・人工別発話数
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7．今後の水辺づくりに向けた提言 

 

以上の分析結果を踏まえ，本研究では，子どもを育

む都市部における水辺環境の計画及び設計に向けて，

以下の提言を行う． 

・都市部において，これからの時代を担う子どもた

ちに求められる「創造性」や「課題解決力」をよ

り効果的に育成するためには，自然的な水辺を整

備する必要がある（従来の多自然川づくりを含む

自然的な水辺の整備は，「創造性」や「課題解決

能力」を育む効果が期待される．）． 

・水辺の存在によって育むことが可能な「感受性」

や「挑戦性」，「安全性」，「自律性」，「水の

知識」，「ものの知識」を育成するためには，必

ずしも自然的な水辺である必要はなく，自然的・

人工的な水辺のいずれかを整備する必要がある． 

・「創造性」や「課題解決力」を育むために必要な

水辺環境条件として，「水の中を歩いて移動でき

る」，「自然の石を自由に動かせる」，「多様な

生き物が生息できる」，「自分でアプローチを探

したり選んだりできる」，「流れが分かれてい

る」といった点に配慮する必要がある． 

・川遊びのきっかけは親であることが示唆されたこ

とから,水辺での親の行動が子どもの育まれる力に

影響を与えていると思われる.また,安全面確保から

も親の行動が重要となり,親への水辺活動支援が不

可欠である. 

 

 

 

 

 

8．おわりに 

 

本研究のアウトプットは，定性的な面からの提言で

あるが，水辺環境条件の部分に関しては，より計画・

設計現場に直結するような定量的な研究が必要と考え

ている． 

今後，本研究の成果をベースとし，関連する物理環

境データの充実化を図ることで，より即戦力となるよ

うな知見を整理し，手引書のような形にとりまとめて

いくことが望まれる． 

なお，本成果については，日本子ども学会，並びに

土木計画学会に投稿し，社外に公表する方針とする． 
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THE STUADY OF GROWING UP CHILDREN WITH RIVERSIDE IN URBAN 

AREAS 

 

Yasuyoshi DOI，Hiromi TAKAHASHI，Tatsushi KIMURA and Tatsushi 

SUGIMOTO 

 
According to the OECD survey, the proportion of children feeling loneliness in Japan reached about 

30%. One of the reasons is that the environment in which children can play outside has decreased 

considerably, and the opportunities for nature experiences leading to physical and mental growth has 

decreased. 

On the other hand, flood control is emphasized in planning and design, and the factor that is bring up 

children is not considered on infrastructure development. 

Therefore, we tried to extract the learning abilities by riverside activities using children's utterance data 

and clarify of the necessary riverside conditions for them in this paper. Furthermore, in order to support 

such activities in the riverside, we developed information provision tools targeting parents accompanying 

children. 
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Travel by railways is now more popular than it has been several years ago. Since 1980s, railways and rail 

architecture have been experiencing “station renaissance”. As a result, many new stations have been built and 

historical stations have been refurbished, upgraded and developed. Stations containing transportation function, 

along with various additional functions, have become more user-friendly, satisfying many needs and embracing 

aesthetics. Aesthetic factors include such visual images as space, light, scale, and details of the railway. It also 

embraces the landmarks, brand design of the operator, public art and sign, commercial activity, and advertising. 

Among these factors art is very significant because it adds an additional – cultural value to station facility. 

Advertisements, as a source of additional income, can be also a part of interior design. Signs, which provide 

necessary information, are also visual component of station design. 

This paper explains the comprehensive concept of aesthetics of railways and particularly focuses on the 

implementation of art, advertisements and signs on the examples of railway stations in Europe and Japan.  

 
 

Keywords: railway station; aesthetics; art; advertisement; sign. 
 

 

1. Contemporary stations as a part of wider “railway landscape” 

 

Railway stations are static elements on transportation network that have particular zones of influence 

on their surrounding both in terms of the travel as in sense of the landscape.  

Station can be defined as a place where trains load or unload passengers and recently very rarely – 

goods. It usually consists of the combination of a platform and a station building or shelter, or only one of 

either. Usually every station has a platform to allow the passengers to get on and off the train but smaller 

station may not have a station building or shelter. In the past, large railway halls for the train terminals 

built in major European cities were top achievements among engineering structures that flourished in 19th 

century. Nowadays along with “station renaissance”, many aging historical stations have been 

modernized and adapted for the high-speed trains [1]. Also, the last several years saw a development of 

impressive new stations that have been built to respond to the re-urbanization of large cities and the 

growth of the network of high-speed trains (HST). Railway stations are important public buildings, which 

besides giving access to trains perform a variety of functions – of meeting places, shopping centers, and 

very often of representative urban landmarks. How the station affects the landscape depends on its 

function type. In theory there are several types, such as the suburban station, the city center terminal, the 

interchange, the small station, the airport station, and the LRT station - but nowadays stations have 

become more complex and fulfill more than one functional role. 

Complexity of contemporary stations is reflected in their spatial conception, which is a combination 

of a building with a train shed or canopies, concourses, and an outdoor environment. Obviously for a 

station the transportation function is the most essential one. Although the function of a building is mainly 

transportation, in Japan station spaces designed for passenger transit have been transformed into 

multifunctional spaces serving a variety of purposes [2]. They have a tradition of multiple functions and 

even some writers have observed that combinations of various functions at the station was a unique 
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feature, not to be found in other countries [3]. Historically, European stations have also located hotels and 

restaurants at the stations and recently, similarly, developed into large complex facilities combing various 

functions.  

Railway stations are part of transportation infrastructure. This infrastructure is one of the most 

dominating elements in cities and in open landscape, and because of its large scale has the power to 

define the urban landscape and its natural surroundings. In the city, railways are part of the so called 

“planned landscape”, which is based on a set of cultural patterns and developed through planning [4]. The 

concept of “railway landscape” (RL) refers to the landscape of railway infrastructure (railways, subways, 

LRT), and its elements (stations, rail corridors, train cars) with their facilities. Railway stations, directly 

used by people, are the most important nodes that include as their elements both the agreeability of the 

station (an element depending largely on the form, function, and aesthetics of the station) as well as the 

safety and accessibility (convenience), and overall functionality of the station. 

 

2. Aesthetic station and aesthetic factors 

 

Aesthetics of railways can be defined as a balance between the exterior and interior of a station, and 

between building architecture, engineering structure and transportation function – in consideration of its 

planning, layout, details and context [5]. Other station functions need to be sensitively distributed and 

clearly distinguished from those that are purely transportation-related. An aesthetic station has to be clear, 

easily approachable and easy to understand, but at the same time it needs to provide a rich environment. 

The important factors necessary to be fulfilled are: a meaningfully designed station building with 

sufficient space and clearance, with easy to understand passengers’ moves, with commercial facilities 

which do not interfere with pedestrian corridors, with advertisements that do not block the railway 

information and guidance, and a barrier-free [6]. An appropriate coordination between station 

architectural form and structure with function is reflected in related criteria of form and function. 

Aesthetics of railways depends on both – functional and formal aspects of the station. Aesthetic factors of 

station facility include objective qualities, such size and scale, proportion, form and shape, space, visual 

weight, light, texture, color, composition, movement and rhythm [7]. Subjective evaluation of build form 

contains also image-based elements related to the design context – the representation of the railway, brand 

design, landmarks features, and the inclusion of artistic elements. Aesthetic factors are also related to the 

distribution of the commercial role of the station, and to the treatment of advertisements.  

In other words, aesthetic factors are related to: (1) the outline and form of the station building and 

other facilities; (2) interior design; (3) the provision of natural light and lighting; (4) universal design; (5) 

practical use of the image of railways; (6) public art, (7) appropriate solving of commercial function, (8) 

advertisements and (9) signs. Aesthetic factors are also related to the space around the railway lines, 

exterior and interior design of trains, and the landscape seen from the train.  

 

(1) The outline and form of the station  

The relationship between function and form organizes the basic design of the station. Form of the 

station is the shape of its buildings, platforms and other related facilities. It depends not only on the 

spatial configuration of the station but also on the volumes and the voids and their expression. Very 

important is the view of elevation. Large and visually outstanding stations with clearly displayed façades, 

such as Amsterdam Centraal or Tokyo Station, can be perceived as urban landmarks. Sometimes the 

building does not have typical façade. Gare de Liège-Guillemins TGV (2009; arch. Santiago Calatrava) 

had its concept conceived as that “the station was art”, and, as a gathering place, it should be a cultural 

and artistic place. Calatrava’s vision for the station was a building without a facade that provides greater 

connectivity within the city (Fig. 1). The platforms on the top levels are enclosed by glass and steel 

framing, and the entire station makes great use of natural daylight. Rotterdam Centraal Station (2014) 

designed by Team CS, cooperation between Benthem Crouwel Architects, MVSA Meyer en Van Schooten 

Architecten, and West 8, features a large-volume hall with a grand roof. The roof cladded in stainless steel, 

partly with glass, with solar panels and with the underside structure also partly clad in wood, is a very 

remarkable structure (Fig. 2). The station exhibits a new grandeur that is in keeping with the dimensions 

of the surrounding high-rise buildings. Rotterdam’s urbanity is reinforced by the station architecture, 

particularly by the welcoming station roof projected over the spacious plaza. Stations with outstanding 

buildings, such as those mentioned and other, with image-based elements that are strongly related to their 

urban, historical, cultural, and social context, can be perceived as “urban landmarks”. That perception 
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has historical background. The main railway stations in Europe were indeed landmarks, distinguished by 

their elaborated large forms and prominent location, since they were often facing the main street and had 

a plaza in front of the entrance [6].  

Station form is also emphasizing the station’s function of a gate. “Station-gate” is a type of station in 

Japan, which design displays local features or responds to the local surrounding (e.g., Hyūga-shi (2008; 

arch. Hiroshi Naitō), Ryūō (2008; arch. Tadao Ando), Kōchi (2009; arch. Hiroshi Naitō), Shin-Aomori 

(2010; JRTT), Shin-Minamata (2011; arch. Sei Makoto Watanabe), Asahikawa (2011; arch. Hiroshi 

Naitō), Hitachi (2011; arch. Kazuyo Sejima), Onagawa (2015; arch. Shigeru Ban)). Railway stations in 

regional cities – “station-gates”, serving as gateways and suiting local communities, have been built both 

on conventional and on shinkansen lines [8]. Onagawa is an example of aesthetically designed station 

based on structural design benefiting from the local wood. As a totally wooden station it was built in a 

coastal town of Onagawa-chō, at the disaster stricken areas of Miyagi Prefecture. Ban is well-known for 

his minimalist architecture based on innovative and natural materials such as wood and paper. The 

three-story station facility has a viewing deck, community center and the “Hot Spring Yupoppo”. As a 

symbol of the victims and the rebuilding efforts, the design of the roof is based on an image of a “bird 

soaring towards a better future” [9]. Bright and visually light wooden structure gives the station modern 

image and the quality of a local landmark (Fig. 3). Historical stations on local lines have sometimes very 

unique shapes, e.g., the old Takada Station (1886) of the Echigo Tokimeki Railway on Myōkō Haneuma 

Line (Fig. 4) and Wakasa-Hongō Station (1921) in Ōi, Fukui Prefecture on the JR Obama Line (Fig. 5). 

Shinkansen stations also emphasize the importance of the station serving as a gateway to the region, e.g., 

stations built on the Akita Shinkansen (Tazawako, 1997), on the Yamagata Shinkansen (Shinjō, 1999), 

and on the extension of Tōhoku Shinkansen (Hachinohe, 2002; Shin-Aomori, 2010). Further construction 

of new lines resulted in some interesting stations on the Kyūshū Shinkansen (2011), Hokuriku Shinkansen 

(2015), and Hokkaidō Shinkansen (2016). For example, at the Itoigawa Station designed as a “symbolic 

station”, the motifs of the Japan Sea, Northern Alps, local jade stone and the “Itoigawa Geopark”, all have 

been used to reflect this concept [10]. On the southern façade, there is a large gate made of brick, which is 

a remainder of the former station (Fig. 6). Inside the station there is an exhibition introducing a historic 

train. Bringing of shinkansen to the local areas has been very crucial for the economic growth; therefore 

the role of station was to mark these important gateways. Generally, local stations financed by the 

public-private sector have been influenced by the “machi-zukuri” planning. Design exercised with public 

participation emphasizes their roles, explores their commercial side and strengthens their public nature. It 

reflects also the operators’ policy to establish strong and distinguished brand design.  

Metropolitan stations, such as Osaka (2011), Hakata (2011), and Tokyo (2013; Fig. 7), have been 

transformed into “station-cities” – large block-type multifunctional buildings. The fusion of “station” and 

“city” did not imply the historical aspects of city formation process, nor its social role, but emphasized a 

wide range of performed functions. Nowadays, stations everywhere became more complex and fulfill 

more than one functional role, for example through the integration with the retail they serve as “station 

convenience stores” [11], but in Japan they play multiply roles including governmental and administrative. 

Another group involves “station-towers” – which are characterized by high-rise buildings, such as 

Nagoya (2000; arch. Kohn Pedersen Fox Assoc.; Fig. 8) and Shibuya (Hikarie, 2012) [12]. At Nagoya 

Station which featured two towers, there will be already three high-rise buildings, with the “Gate Tower” 

(Gēto tawā) completion scheduled in April 2017. That type is popular in urban centers with limited space 

for new developments. In all those three types of stations which are common in Japan, the form of the 

building and its design is first determining factor of the type of station.  

Station entrance, whenever it is in the building or like in case of subways – separate, should be clear 

and station name (and logo of rail operator if possible) should be visible. For example, at the Station 

Brugge (2009), the operator’s logo is well visible but the name of the station is too small (Fig. 9). When 

the design of station is outstanding (e.g., Gare de Liège Guillemins), it can become a local landmark, 

important place, even a meeting place for the local community and its importance as a transportation node 

would be signaled by its architecture. Currently railway stations often resemble airport terminals but 

unlike airports, they do not segregate arrival and departure levels. Railway stations today have all the 

attitudes to become and they are becoming a bustling urban space, even more vigorous that an airport. 

 

(2) Interior design 

Interior space is an essential factor for a station because it must provide a room for the many people 

using it every day. The space in the station serves the purpose of allowing people move through it, to wait, 
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to purchase tickets, to prepare before embarking for a travel and after arriving at the destination. 

Appropriate and well-designed space provides security and well-being. Regarding the functional aspect, 

transportation function directly depends on the accessibility of the station, proper information system, 

quality of stations building and its landmark value, visibility of the entrance, the quality of the hall, 

concourses and platforms. Therefore, the interior design should be an effect of the overall concept for the 

station building and should address all the requirements of clear and aesthetic station. Interior design is 

also based on the functional scheme regarding the roles, which station is playing and the volumes for 

particular use. For example, stations on the Kyūshū Shinkansen (2011) have been designed according to 

one standard functional scheme – station halls have been organized on the 1st floor and elevated platforms 

on the 2nd. Toilets have been located at the center of the hall, between escalators leading to the platforms. 

Also the artworks have been placed centrally – on the walls separating the toilets from the hall (e.g., 

Shin-Tosu – Fig. 10; Shin-Tamana – Fig. 11), which is not the best solution. Only at Kumamoto Station, 

toilets are on the side and the central wall is distinguished through its design (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Gare de Liège Guillemins,  Fig. 2 Rotterdam Centraal (2014) Fig. 3 Onagawa Station, 
Liege (2009)       Miyagi Pref. (2015) 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Takada Station, Niigata Pref.  Fig. 5 Wakasa-Hongō Station, Fig. 6 Itoigawa Station, Niigata Pref. 

(1886)    Fukui Pref. (1921)   (2015) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 “Tokyo Station City” (2013)  Fig. 8 Nagoya, Aichi Pref. (2000)  Fig. 9 Station Brugge, Belgium 

– Marunouchi side     (2009) 

  

 Generally, all elements, such as station building with entrance, ticket halls and concourses, platforms, 

and station plaza should be located without obstruction or ambiguity. The progression through all these 

spaces should be clearly defined, and they should be easily found by the travelers. The circulation through 

the station should be achieved with ease of movement, comfort and speed (Fig. 13). Interior spaces 

should have appropriate width and height to provide enough room. According to Ross, there are three 

goals in planning of space within stations: the avoidance of congestion, resilience to surges in demand for 

trains or disruption of service, and capacity for evacuation in some non-usual situations [11]. Station 

design should promote circulation at the station – both the flow of passengers through station concourses 

and other public spaces and comfort in waiting areas through provision of furniture, amenities and 
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through separation from main passengers flow area. Station design should naturally lead the passengers to 

pass facilities and timetables, ticket-selling facilities, etc., in particular order associated with the process 

of travel. Walking routes at concourses should be free from constrictions. The factor of adequate space 

has been critical at the historical stations. Many stations have undergone renovations and extensions. For 

example, at the King’s Cross Station in London, the enlargement of the space included the insertion of a 

semi-circular building with glass façade – the Western Concourse – that provided better environment for 

the purpose of an interchange (2012; arch. Sir Norman Foster; Fig. 14).   

 Platforms are important and sensitive part of the station; they are accumulation areas, where 

passengers wait for their trains. They must be planned for the anticipated passengers’ number to avoid 

crowds. Platforms also have access from and to the concourses. Platforms need to be provided with 

effective arrangement of exists and entrances. This is particularly important at the subway stations, where 

passengers can enter or leave the stations easily, even during rush hours. In deep underground, 

interconnecting passageways can largely separate longitudinal flows of passengers from waiting areas. 

Platforms are usually fixed elements in architectural design, however their width greater than estimated is 

making the space visually safer and more convenient (Fig. 15). Aesthetic stations should have platforms 

displaying features of the “total design” – unified with other parts of the station. For example, Station 

Amsterdam Bijlmer ArenA (2007), designed by Grimshaw Architects of London in association with 

Arcadis Architecten, has its elevated platforms under the roof that is covering the entire station and 

unified with the overall design (Fig. 16). Interior design should aim to achieve aesthetic and spacious 

interiors enabling easy use (Fig. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fig. 10 Shin-Tosu (2011)  Fig. 11 Shin-Tamana (2011)  Fig. 12 Kumamoto Station (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13 Rotterdam Blaak, Rotterdam Fig. 14 King’s Cross Station, London   Fig. 15 Rotterdam Centraal  

  (2012)       (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16 Station Amsterdam Bijlmer ArenA, Fig. 17 Wilhelminaplein,  Fig. 18 Shin-Hakodate-Hokuto 

Amsterdam (2007)        Rotterdam (1997)  (2016) 

 

 (3) Natural light and lighting  

The qualities of the form can be emphasized through the light and shadow. Daylight in daytime is 

preferable; therefore a provision of glazing increases the possibility of natural light’s penetration inside 
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the station (e.g. Shin-Hakodate-Hokuto; 2016; Fig. 18). Daylight is also desirable at the subway stations. 

There are examples of underground stations with station halls lit by natural light (e.g. Station Delft; 2015; 

arch. Benthem Crouwel; Fig. 19).  

Artificial lighting is functional as well, and appropriate lighting can increase visual expression of the 

station. Top lights create secure environment and enhance architectural features of the interior. Lighting 

has also informative function – properly lit signs, information posters, stations names, etc., enable 

passengers to move in right direction easily and safely. Successful lighting depends on combination of 

lighting levels and types of lighting fixtures. Light can also distinguish a texture and color. The perception 

of space can be affected by changes in the angle and color of the daylight. Light at the station is necessary. 

Brighter stations are livelier and safer. Design of lighting may create desirable atmosphere. At large 

stations, where the role of architecture and structure is paramount, the admission of daylight can increase 

the expression of structure which can become a landmark feature. Colored lights, changing lights and 

illuminations can be effective tools for attractive interior design. For example, the interior design of the 

metro station – Rotterdam Centraal (Rotterdam Metro opened in 1968) – is based on the colorful lighting 

underlying its structure (Fig. 20). Light combined with translucent materials can increase visually space 

and make it more attractive (Fig. 21). Changing of lighting colors has been the main design tool at the 

HafenCity Universität of Hamburg U-Bahn Line U4 (2012; arch. Raupach Architekten; Fig 22, 23). The 

charm of the Montparnasse Bienvenüe station comes also directly from the illumination (Fig. 24). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 Station Delft, the Netherlands  Fig. 20 Rotterdam Centraal  Fig. 21 Rotterdam Centraal 
(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 HafenCity Universität, Fig. 23 HafenCity Universität  Fig. 24 Montparnasse Bienvenüe, 

Hamburg         Paris 

 

(4) Universal design  

Universal design embraces all users of railway stations and provides accessible facilities for everyone. 

Accessibility means convenient, step-free approach for visual or mobility – or for other impaired people. 

Nowadays stations are equipped with barrier-free access through escalators, elevators, signs for visually 

impaired and various verbal announcements. Provision of better accessibility can be also related to better 

interior design, reflected for example in coloring of elevators and railings for better recognition, and in 

provision of colored lights emphasizing important directions, like at the Heron Quays (2002) of the 

Docklands Light Rail. It also contributes to better interior design, when clearly designed escalators 

provide comfortable access and act as strong visual elements, e.g., at Station Delft (2015; Fig. 25).  

Aesthetically designed elevators are important part of interior design, which can make stations more 

attractive. At the Antwerpen-Centraal, escalator shafts are the visual elements of the composition of the 

interior (Fig. 26). At the Berlin Hauptbahnhof, elevators are visually linking the upper levels with the 

deep-down levels (Fig. 27). Very important is the fact that today most of the elevators in public spaces are 

made of glass. Transparent walls not only do not block the vision but they also increase visually perceived 
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space. At Shinkansen stations along Kyūshū Shinkansen (2011), Hokuriku Shinkansen (2015), and 

Hokkaidō Shinkansen (2016), elevators are part of the interior design connecting spatially and visually 

station halls with platforms. At the Itoigawa Station, a glass elevator has a texture resembling traditional 

Japanese paper – washi (Fig. 28, 29). Elevators at the Kurobe-Unazukionsen have partially transparent 

walls and partially are painted in red (Fig. 30, 31). Shin-Tosu Station has transparent elevator with the 

motifs of feathers and blue accents (Fig. 32). Similarly, at the European stations, elevators not only have 

been a part of universal design but they are also elements of composition (e.g., Gare de Liège Guillemins; 

Fig. 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 Station Delft  Fig. 26 Antwerpen-Centraal  Fig. 27 Berlin Hauptbahnhof (2006) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fig. 28 Itoigawa Station (2015) – hall  Fig. 29 Itoigawa Station – platform  Fig. 30 Kurobe-Unazukionsen Station 

         (2015) – hall 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fig. 31 Kurobe-Unazukionsen  Fig. 32 Shin-Tosu Station, Saga Pref.   Fig. 33 Gare de Liège Guillemins, 

Station – platform   (2011)      Liege (2009) 

 

(5) Image of railways  

Image generally illustrates the design idea. Built forms often express their association with certain 

location – “sense of place”. In case of railway stations, which are gateways to particular cities, they might 

express the image of the city. Image of railways can be created for example through marking station 

entrances with company logo. The logo applied by many European and Japanese operators has an 

informative, decorative and a signature values. As a part of graphic design it is also an art. The image of 

the rail operators can be also expressed by signature details, such as furniture, appliances, signs, color 

coordination, etc. Image elements can be reflected in station entrances that refer to history and tradition – 

such as the “Art Nouveau" entrances at Paris Metro designed by architect Hector Guimard (Fig. 34), or by 

entrances to Tokyo Metro marked by the company logo (Fig. 35). Graphic design of signs at the DB 

stations reflects the corporate identity and image of German railways – the Deutsche Bahn AG (Fig. 36).  

 

(6) Public art (chapter 3) 

Many railway operators realize that association of station with a culture is increasing the attractiveness of 

the station for the customers and at the same time expanding its commercial value. Cultural value of the 

station is reflected in public art, which is an important part of station design [13]. 
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Fig. 34 Abbesses, Paris (1900)  Fig. 35 Omotesandō Station, Tokyo (2005)  Fig. 36 Berlin Hauptbahnhof (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 37 Leipzig Hauptbahnhof   Fig. 38 Omotesandō Station, Tokyo Fig. 39 Beurs Station, Rotterdam 

(2000) 

 

(7) Commercial function  

Commercial function is related to shops and advertisements. It provides the convenience for 

passengers and visitors and brings revenue to rail operators. Along with the process of evolution of 

railway stations, more functions have been added, such as retail, hotels, restaurants, and leisure. Shops 

and other services need to be clearly distributed in regard to station space and accessibility to trains. There 

is common pressure to insert as much as possible commercial uses, which may affect the adequate space, 

needed for passengers activities. Retail or leisure activities should be the secondary, the ticket sales points 

need to have primacy in the term of station layout, because passengers first have to buy tickets than, while 

waiting, they may involve in other activities. Shops, kiosks, cafes and other facilities should be rather 

located at the fringes of the station hall or at different levels, such as at the entresol at the Liverpool Street 

Station in London, or underground, such as at the 3-storeys underground shopping mall “Promenaden” at 

the Leipzig Hauptbahnhof (Fig. 37). At subway stations commercial function is less paramount than at 

ground stations. However the space there is even more limited therefore the arrangement of commercial 

function at the platforms and station halls is important (Fig. 38). At the platforms it is better to avoid 

installing shops. Instead vending machines can be used to provide necessary products (Fig. 39). 

Commercial facilities should be considered as a part of station’s interior design.  

 

(8) Advertisements (chapter 4)  

Advertisements are the visual form of retailing. Their arrangement influences the aesthetic aspect of 

stations. The best approach is when advertisements are part of the interior design. 

 

(9) Signs (chapter 5) 

Signs, similarly to advertisements, are part of graphic design, but their roles are different. Signs are 

the essential tool for well-functioning of station facility and for directing people.   
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3. The role of culture and art at the station  

 

Nowadays, cultural role of station has become one of three basic functions, along with transportation and 

commercial functions. A culture can be delivered to the station facility through the various kinds of art, 

including public art. Music concerts, theater performances and exhibitions are sometimes performed at 

the stations – for example such projects have been carried out by the Fundación de los Ferrocarriles 

Espaňoles (Foundation of Spanish Railways) in Span, which has been entrusted with the recovery, 

custody, generation and dissemination of the cultural, scientific and technological railway heritage [14].  

Public art is well perceived by passengers and may play a significant role in enhancing image of 

railways. Railway companies understand the importance of introducing a design and culture into stations 

and both in Japan and Europe works of art are present at the stations [15]. Art has become a part of 

cultural value of the rail brand design. In Europe, some transport agencies have introduced a “percent for 

the art” policy, based on a fixed percentage (from 0.5% to about 1%) of all budgets for new developments 

allocated to the purposes of art. The issue of the art and design at public transportation has been discussed 

for the first time at the International Union of Public Transport (Union Internationale des Transport 

Publics – UITP) Congress in 2001. In Newcastle, in the effect of collaboration with private sector, the 

city developed a “percent for art” policy which gives up to 1% of their annual capital construction 

program on arts projects. In the course of the program which has been running for 26 years, at the 

beginning mostly permanent art works were installed at the stations but later more often temporary works 

such as lighting installations and live art events were installed and organized. In Europe, public art 

projects are often financed by the government; for example the art program run in Brussels is financed by 

a government body set up in 1990 by the Public Works Ministry and it is related to artworks at all transit 

facilities. In Japan art is also popular at the stations. At regional stations local art has been often supplied 

by the local authorities.  

 Tradition of art is reflected in the development of station design, and particularly in the decoration. 

Art was present at the stations from the beginning – historical buildings in historical architectural styles 

had artistic decorations. Later sometimes station design was neglected and stations were mostly places to 

board trains. “Station renaissance” elevated the role of art at the station again. 

Currently art is expressed by one of following ways. One of methods is a “station-gallery” – which is 

displaying art like at the gallery or the exhibition. Works of art are designed particularly for the station or 

adopted for interior design. This way of presenting art is popular at the subway stations and there are 

many examples, such as in Paris, London, Tokyo, Yokohama, etc. At Paris Métro, RATP design applying 

arts has been described as “in favor sensitivity”, where the transportation network is a theater for the 

“scenarios” creating urban culture [16]. Such cultural stages have been created at subway stations in form 

of “station–galleries”, such as Louvre-Rivoli in Paris (Fig. 40) displaying an art from the nearby Louvre 

Museum. In 2009, Berlin's U-Bahn opened its newest segment of subway, a 1.4 km three-station line 

connecting the main rail station Berlin Hauptbahnhof to the Brandenburger Tor.  It is temporarily called 

the U55, but it will ultimately become part of the expanded U5. Berlin Hauptbahnhof is a spacious station 

with white walls displaying historical pictures that show Berlin famous stations (Fig. 41). Another 

station, Brandenburger Tor, has been designed also as a “station-gallery” with a series of lighted panels 

describing the whole history of the gate from the time of Napoleon. While descending from the platform, 

one is greeted with a series of quotations from historical events surrounding the Berlin Wall (Fig. 42). At 

the Bashamichi Station on the Minato Mirai Line (2004), artistic mural by Junpei Nakamura from old 

building of the Bank of Yokohama has been exposed, as well as other works of art (Fig. 43). The 

Coolhaven Station (Fig. 44) of the Rotterdam Metro has pictures of Rotterdam displayed along the 

platforms, similarly to subway stations in Berlin or to Motomachi-Chūkagai Station (2004; arch. Toyo 

Ito) on the Minato Mirai Line. At the Jōetsumyōkō Station (2015) on the Hokuriku Shinkansen, there is 

an entrance dome with stained glass windows, where the works of art have been exhibited (Fig. 45, 46). 

There are many examples of stations both in Europe and Japan, which exhibit the works of art. 

“Station-gallery” can be both – a station displaying works of art or a station having gallery. One of station 

with gallery is the Tokyo Station. There are also live-art events, such as concerts organized by many 

railway operators – e.g., JR Higashi Nihon, Tokyo Metro, and Paris Metro.  

 Another way of displaying art at the station is an “art as an element of interior design”. At some 

stations designed by artists, artworks cover the entire station. For example, Stockholm Metro (Stockholms 

tunnelbana; 1950) is called the longest art gallery in the world. Today there are three lines in operation – 

the Red, Blue and Green lines with total length of 110 km. At 90 of these 100 subway stations, 
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architecture has become an art. Long time ago City Council had approved that the stations will be 

designed by artists and craftsmen together with architects and engineers. The deep underground stations 

of the Stockholm metro were excavated through dense self-supporting bedrock, and the cavernous spaces 

that were created became the inspiration for a group of Swedish artists calling themselves “the 

concretists”. Their art was sculptured, sandblasted, and painted onto the sprayed concrete lining. In 1956, 

first competition was held for the T-Centralen and the station project was a big success. Art as an 

architectural concept became rooted in Stockholm metro and continued to flourish in the rest of the 

stations as they were built. T-Centralen designed by Per Ultved with cavernous spaces, painted in blue 

and white and crisscrossed with bright leaf motifs, still contains more works of art and sculptures than 

any other station on the network (Fig. 47). Many stations, particularly built in 1975 on the Blue Line, like 

Kungstragarden, have been left as rock cavern, which gives them an outstanding, unique atmosphere. 

Stations built deep underground have impressive large escalators also adorned with works of art (Fig. 48). 

Art has been adopted at many other subway stations in Europe – for example at the London Underground, 

in Munich (U-Bahn München), in Brussels (Métro de Bruxelles, Brusselse metro), in Lille (Métro de 

Lille), etc., as well as in Japan – e.g. Ōedo Line (2000), Hanzōmon Line (2003, and Fukutoshin Line 

(2008) in Tokyo. At the Kinshichō Station on the Hanzōmon Line (2003; Fig. 49), murals featuring 

replica of famous ukiyō-e have been installed in front of automatic gates, and also at the platforms. Also 

other stations on Tokyo’s subways explore traditional art and traditional motifs.  

 Art can be also adopted for the theme of the station design at so-called “thematic stations”. At the Paris 

Metro stations, nine “thematic stations” were designed based on the competition that was held in 1998, 

and included: Tuileries designed according to concept of “Heritage” – it contains a patchwork of signs 

from transport and the world at eleven murals; Europe – with the subject of “Europe” shown through 

images of daily life in the EU-15 on posters, video images and reflected in sound and colorscapes. St. 

Germain-des-Prés is the station for “Creation” and describes the art of writing shown in texts projected 

onto the tunnel roof and in books in display cases on the platforms (Fig. 50). Among other stations, 

Villejuif-Léo Lagrange Station expresses the theme of “Sport” on huge frescos showing sport 

performances and displaying objects from the world of sport. Luxembourg Station is the station of 

“Urban ecology” that has a huge mural newspaper depicting town and urban ecology posted in the middle 

of the platform. Pasteur Station has the “Health” subject and offers an exhibition of private and public 

health on platform and corridors. Montparnasse-Bienvenüe is the station of those who “Make the metro” – 

staff, designers, travelers, etc. (Fig. 51). Carrefour Pleyel is the “Music” station, which is fitted with 

sounds and lights accompanying the passing trains. Bonne Nouvelle Station has the “Cinema” theme and 

it has been arranged as a movie theater’s interior, with famous movie sequences mixed into a film shot in 

the station.  

 The last example of the art at the railway stations is the “art of light”. It can be related to various 

illuminations and artistic events linked with light installations and projection. “Tokyo Station City” has an 

illuminated plaza of 10,700 m2 completed in 2014. In 2014 there was organized an event – “Tokyo 

Colors” – for the 100th anniversary. The plaza had a very attractive illumination and illuminated works of 

art were exhibited (Fig. 52).  

 The art of light includes also projection mapping. A state-of-the-art sound and light show “Tokyo 

Station Vision” was held in 2012. “Projection mapping” involves producing visual special effects by 

projecting images onto a building or other three-dimensional object with musical background. In recent 

years it has become a favorite technique in cutting-edge advertising and art installations. At the Tokyo 

Station the event had a large-scale; the display space was 120 m long and 30 m tall (Fig. 53). Artistic light 

can be also applied in the interiors. An interesting example is the “Nagoya Lucent Avenue” (Rūsento 

abenyū; arch. Nikken Sekkei; 2007) leading in the underground from the 174 m-high skyscraper – the 

Lucent Tower (Rūsento tawā; 2007) to the Nagoya Station (2000). Various themes, such as: “Sea”, “Sky”, 

“Oasis”, “Rain” have been applied by Toshio Shimizu Art Office for the concourses painted with images 

and lit with colored lights (Fig. 54). In the age of LED, light is a practical tool which can be successfully 

used to create artistic image of the station interiors or exteriors. 

 

4. New category of interior design – advertisements 
 

 Advertisements are not the latest trend but their extensive amount, and sometimes proliferations at the 

stations, has become the reality of the contemporary age. They are commercially motivated and inevitable, 

but aesthetical advertisements can be also an asset of station design; it may coordinate its interiors. 
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Fig. 40 Louvre-Rivoli, Paris     Fig. 41 Berlin Hauptbahnhof (2009)   Fig. 42 Brandenburger Tor (2009) 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Bashamichi Station,  Fig. 44 Coolhaven Station,  Fig. 45 Jōetsumyōkō Station, Niigata 

Yokohama (2004)       Rotterdam (2006)        Pref. (2015)   

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46 Jōetsumyōkō Station, Fig. 47 T- Centralen Station, Fig. 48 Kungstragarden Station   

Nagatoshi Shibata “High Moon” Stockholm   Stockholm    

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 49 Kinshichō Station  Fig. 50 St. Germain des Pres, Paris  Fig. 51 Montparnasse-Bienvenüe,  

Tokyo Metro (2003)       Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 52 Tokyo Station – Yaesu    Fig. 53 Tokyo Station – Marunouchi   Fig. 54 “Sky”, Lucent Avenue,  

(2014)    (2012)      Nagoya (2007) 
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 Currently, a wide range of advertising media is available: for example traditional posters, illuminated 

posters, back-lit posters in illuminated casing, moving displays, TV and plasma displays, and various 

sales and campaign installations. Advertisements are designed by graphic designers. Their location should 

be planned from the early stage of station design and architects should coordinate advertisements with 

interior designers. Well-designed advertisements, considering their form, arrangement, advertising 

technique, and theme – can be a successful part of interior design. At some stations advertisements have 

become a new category of interior design. 

 At the Paris Metro, design of advertisements has a long tradition. They have been incorporated into 

composition of the platform walls. The forms of advertising panels, with their rectangular shapes and 

elaborate ceramic frames, as well as size (3.0x4.0 m) are fixed. The design of such advertisements is a 

part of interior design, as well as an essential part of the total design concept for the entire Metro (Fig. 55). 

Nowadays, other operators like German Deutsche Bahn (DB), French Société Nationale des Chemins de 

Fer Français (SNCF), London Underground Limited (LUL), etc., also try to establish advertisements as 

the visual elements of station design (Fig. 56). 

 Regarding other aesthetic aspects, very most important is the arrangement of advertisements. At the 

Paris Metro, not only the sizes of the advertising boards are fixed, but also is their location. On the 

platform level, the panels are placed on the walls, between the station names, which design has been also 

unified, and this features contribute to the perception of total design at the Metro stations (Fig. 57). 

During the design process of new stations, it is desirable to think beforehand about the suitable location of 

advertisements. For example, such places have been well prepared at the Iwamizawa Station in Hokkaido 

(2009; arch. Hiroshi Nishimura). Special steel frames, which fit well with the interiors, have been fixed 

on the walls. Colorful posters advertising local tourist attractions add another element of the local context 

to the station facility (Fig. 58). Posters located along escalators emphasize their sense of direction (Fig. 

59). At the large interchange station Châtelet – Les Halles in Paris, the large advertisement located on the 

circular wall emphasizes its oval shape (Fig. 60).  

 The arrangement of advertisements is related to their proper amount. Ads should not be placed 

everywhere, at any available space and their amount should be limited. Advertisements should not be 

mixed with other visual means, particularly should not be mixed with railway signs (Fig. 61). The ads 

may fit well with such spaces, as concourses and escalators.   

At the station hall advertisements should not distract from the important information and signs. 

Advertisements should not be placed on the elevations of the buildings, which unfortunately happen. For 

example, the glass-entrance to Shibuya Station (2003) designed by arch. Kengō Kuma has been always 

treated as a display of advertisements (Fig. 62). In Paris there is a strict control on advertisements and on 

urban planning and design but even though, a large advertisement has been placed on the famous 

historical terminal – Gare Saint Lazare (Fig. 63).   

 At the Paris Metro and other networks also advertisements applying modern techniques have been 

used. For example at the Europe Station – the thematic station of Paris Metro, electronic screens display 

relevant information (Fig. 64). Such electronic displays are also used at other networks, for example the 

London Underground (Fig. 65), Tokyo Metro (Fig. 66), etc. At the Hokuriku Shinkansen stations, e.g., 

Toyama Station (2015), electronic screens have been installed on the columns of the station hall. The 

views on each display are changing at the same time; therefore these identical images somehow unify the 

space of the hall (Fig. 67). The screens embedded in the columns in casing that has been made in similar 

color and material to other details, are attractive part of the interior design. Similar effect has been 

achieved at the Gare Saint Lazare in Paris, where modern screen displays have been placed in intervals 

emphasizing the structural rhythm (Fig. 68).  

 The last criterion is the theme of advertisements. It is desirable, if the subjects could be related to the 

particular city, to its location, or to some local characteristics. Paris Metro operator – Régie Autonome des 

Transports Parisiens (RATP) tries to incorporate ads on healthy lifestyle products, culture, local events, 

etc., to enhance the value of the station image (Fig. 55) [16]. For example, a the Opera Station have been 

installed ads promoting art exhibition of Amadeo de Souza-Cardoso (Fig. 69), at Maison Blanche, 

advertisements of Dalida’s concerts (Fig. 70), while at the concourse of the Montparnasse – Bienvenüe 

there have been posters advertising Japan Expo 2016 in France (Fig. 71). In Japan also railway companies 

sometimes link station with the subject of advertising – for example at the Ebisu Station beer mugs and 

posters carry on reference to local production of the Yebisu beer (Fig. 72).  

 Advertisements in spite of being part of interior design can be also located as the billboards – outside. 

Important in this case is not to obscure nor dominate the architecture of station building. Some 
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advertisements, due to their form and theme may become famous urban landmarks. For example, the 

“Piccadilly Lights” located at the Piccadilly Circus, occupying a unique place in London’s history, culture 

and heritage has become a trademark for this London’s location (Fig. 73). 
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 Porte d’Ivry, Paris    Fig. 56 Berlin Hauptbahnhof Fig. 57 La Motte – Picquet Grenelle, 

     Paris     Paris 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 Iwamizawa Station,     Fig. 59 London Bridge Station, Fig. 60 Châtelet – Les Halles, Paris 

Hokkaido (2009)      London 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 Aomori Station          Fig. 62 Shibuya Station, Tokyo  Fig. 63 Gare St.Lazare , Paris 

Hokkaido (2009)         (2003) 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Europe, Paris     Fig. 65 Bank Station, London Fig. 66 Tokyo Station, Marunouchi L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 Toyama Station, Toyama Pref.   Fig. 68 Gare St. Lazare  Fig. 69 Opera, Paris 
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Fig. 70 Maison Blanche, Paris       Fig. 71 Montparnasse – Bienvenüe, Paris   Fig. 72 Ebisu Station, Tokyo 

 

 These one of London's, and the world's best known landmarks, have been a feature of the city for over 

100 years. The site dominating over the Piccadilly Circus, also known as “the Curve”, reaches an 

audience of over 2 million people each week, making it the world's most sought after advertising site, and 

expensive, right after the New York’s Times Square. The billboard advertising Coca Cola has been on the 

site since 1955. Its history reflects the changes in lighting up technology. The earliest signs used 

incandescent light bulbs, these were replaced with neon lights, and then with moving signs. In the 2000s 

there was a gradual move to LED displays, which completely replaced neon lamps by 2011. As of 2016, 

the site has six illuminated advertising screens above three large retail units facing Piccadilly Circus on 

the north side used by – Samsung, McDonald’s, TDK, Coca-Cola, Hyundai, and One Piccadilly. Coca 

Cola has been there so long that the ads became the symbol of this remarkable place. Therefore well 

designed advertisements at the railway stations can make certain station a memorable place as well and 

relate to the urban and transportation culture.  
 

5. Signs at the station  

 

 Signs at the stations are part of interior design. Their visibility depends largely on the total design of 

the station space. Every station space needs particular signs dependent on the function of such space [17]. 

The quality of spatial design decreases the need for directional signs. Passengers can easily understand 

such space and move in right directions. Complicated spaces require more signs. Perception of such 

spaces is difficult; it is also not easy to use stations with many kinds of signs. Sign design is usually based 

on the design code of particular operator. Properly design signs are: systematic, coherent, ergonomic 

(well-adjusted to human dimension), visible (well-adjusted to human perception), and 

well-distinguishable from other graphics at the station – particularly from the advertisements [18]. 

Therefore proliferation of advertisements and lack of their coordination affects the clarity of signs. They 

play particular function and there are certain categories of signs such as: station names, places names, 

information, directions, and maps. Important issues in sign design are their graphics, size, coordination 

with interior and exterior and choice of colors.   

 The types of signs and their function are changing while passengers progress through the station. A 

sign visible at the first glance should be the station name and the name of rail operators. The name should 

be written in clear characters; additionally the operator’s logo can be placed at the entrance. For example, 

at the entrance to Station Brugge (Fig. 9) one can see colored flags being the symbol of national railway 

company in Belgium – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (SNCB; SNCB Mobility 

manages stations) and “B” company logo but the station name itself is not visible well. The entrance 

portion is marked by a large glass atrium but the name itself cannot be seen well. At the Gare 

Montparnasse one can see well the station name and this is the primary information, which should be 

delivered by the sign bearing the name of the station (Fig. 74). Also, on the example of recently renovated 

Den Haag Centraal, it can be seen that a station name can be very well visible (Fig. 75). The entrances to 

subways, like in the case of the London Underground, Paris Metro, Tokyo Metro, Rotterdam Metro 

(Rotterdamse metro), etc., are often marked by the company logo that becomes a part of street design. 

Rotterdam Metro sign carries also the name of the station (Fig. 76). If the station building is large, the 

entrance sign shows the name of the station inside the station building, like in the case of Takaoka Station 

(Fig. 77). The entrance there is well distinguishable also due to its clear design. At many stations, 

entrances to particular lines (kaisatsu-guchi) lead through the automatic ticket gates. The visibility of 

station or line entrance/exit is the most important and it mostly depends on the color of information 

boards and the size of characters. For example, at the Kanazawa Station information signs on yellow 

background are very well visible (Fig. 78). When there are more lines, there should be also installed signs 
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showing directions to particular line (Fig. 79). Electronic screens showing the timetables are very useful. 

Train arrivals and departures displays should be clearly distinguished from other information, from 

posters, etc. Large information boards at large stations, such as at the Oslo Sentralstasjon, showing 

timetable of all trains, are common in Europe (Fig. 80). The display at the Hachinohe Station shows trains 

at particular platforms. It is important information but there are many other graphic elements – even 

placed on the floor, therefore these signs have their visibility lost (Fig. 81). On the other hand, electronic 

displays generally are well visible and give precise information.  

 

            

        

 

 

       

 

 

 
Fig. 73 Piccadilly Circus, London Fig. 74 Gare Montparnasse, Paris Fig. 75 Den Haag Centraal (2016) 

     – station name   – station name 

   

       

           

 

 

 

 

 

 

Fig. 76 Rotterdam Metro – sign Fig. 77 Takaoka Station – entrance Fig. 78 Kanazawa Station – entrance 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79 Kiyosumi-Shirakawa Station   Fig. 80 Oslo Setralstasjon – Fig. 81 Hachinohe Station – train 

– direction signs    main train information board information display  

  

 Very important are direction signs located along the concourses. At large stations there are many lines 

and therefore many signs showing directions. Even when their visibility is good, like at Shibuya Station, 

many information given means that might be difficult to find necessary one (Fig. 82). Among many 

white-colored letters it might be difficult to notice necessary information. When the information is more 

limited, and colors are used, such signs showing directions are more clear (Fig. 83). Lighting additionally 

makes these colored signs more visible. There are various signs showing directions – for example 

directions to particular lines or to exits. At Tokyo Metro these signs have been well distinguished. Sings 

showing directions to particular lines have dark blue background and sings showing exits – yellow 

background (Fig. 84). The right color scheme is the basic requirement for successful design of signs. It 

should be based on the basics of visual perception of human eye. Generally bright and vivid colors are 

better seen than darker ones. Yellow and blue colors have been proved well visible and they are used by 

many rail operators. At the Gare Saint Lazare, black boards with white lettering have been used for signs 

because of the context of a historical building. Such boards showing directions might visually fit better to 

historical architecture but being not outstanding, they might be perceived not so well (Fig. 85).    

 Signs leading to and from the platforms show directions to platform entrance and from the platforms 

to the exits and to various other directions, such as other lines (Fig. 86). Very often are used here blue 

boards with white letter or yellow boards with black letters (Fig. 87).  
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Fig. 82 Shibuya Station concourse    Fig. 83 Shibuya Station concourse    Fig. 84 Ikebukuro Station – 

– direction signs      – direction signs     directions signs categories 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Fig. 85 Fig. 85 Gare St. Lazare   Fig. 86 Gare de Lyon – direction Fig. 87 Kumamoto Station – direction 

– direction signs    signs on the platform  signs on the platform 

 

       

           

 

 

 

 

 

 
Fig. 88 Asahikawa Station, Hokkaido  Fig. 89 Ikebukuro, Tokyo  Fig. 90 Hyūga-shi, Miyazaki Pref., 

(2011) – direction signs on the    – Fukutoshin Line scheme above (2008) – station name board  

platform     the platform entrance          
 

            

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 91 Shibuya Station,  Fig. 92 Ikebukuro Station, Tokyo Fig. 93 Iidabashi Station, Tokyo 

Tokyo – station name board  – station name board, map and – blue-yellow direction signs on the 

on the platform   direction board on the platform platform 

 

 In Japan, signs are often shown in few languages – in Japanese, English, Chinese, and Korean (Fig. 

88). Signs showing the scheme of the line are very convenient and it is helpful if one can seem them 

while descending or ascending the platforms (Fig. 89). The platform is also location for many signs. 

There should be displayed the name of the station, which needs to be well perceived on the platform and 

from the train (Fig. 90). Additionally, showing names of neighboring stations is very helpful. There is 

other information of the information boards: schedules, station maps with exits, etc. (Fig. 91). At the 

subway stations, like at the Ikebukuro Station of the Fukutoshin Line, there are also line schemes and 

directions to the other lines (Fig. 92). It is important that all information signs are consistent at all stations 

on the same line and of the same operators. Also station itself should have a coherent information system. 

Underground platforms are often narrow therefore signs should be readable allowing efficient movement 
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of the traffic flow. Columns are used to mount signs showing the directions (Fig. 93). At the platforms, 

similar to station halls, digital displays showing real-time information are popular. Their location and 

design have a big influence on their perception – whether they can be seen well, or not. At the Berlin 

Hauptbahnhof displays on dark-blue background are visible very well (Fig. 94). At the Gare Luxembourg 

screens with departure and arrival information are located on the platforms (Fig. 95). Blue and yellow 

colors for signs are very popular; there are for example at the Tokyo Metro, Deutsche Bahn, Dutch 

Nederlandse Spoorwegen (NS), Swedish Statens Järnvägar (SJ), and at other stations. Some operators 

place also signs on the platform’s floor indicating where the doors will open. In Japan this information is 

widely available for commuter and long-distance trains (Fig. 96). 
 

           

     

       

 

 

 

 

 

 
Fig. 94 Berlin Hauptbahnof – Fig. 95 Gare de Luxembourg – Fig. 96 Rotterdam Centraal – digital  

digital displays, blue-yellow  digital blue-yellow displays on  displays, blue-yellow signs on the 

signs on the platform  on the platform   platform 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 97 Asahikawa Station –         Fig.98 Gare St. Lazare – real time Fig. 99 Toyama Station (2015) –  

doors open signs   information screen   digital display 

 

Nowadays, high-tech signs are very popular. Mobility support services, also known as network 

management, are expanding very rapidly. These include real-time passenger information, vehicle 

radiolocation, journey time checks, design, pricing, anti-fraud and customer marketing. Information and 

communication technologies are the driving force behind an ever-larger number of innovations. Japan is 

leading in the field of information, making automatic most of ticket entrances/exits and introducing 

various ticket cards (Suica, Pasmo, Kitaca, Icoca, Sugoka, etc.) In Europe also rail operators highly value 

information technology. For example, French RATP has unique know-how in this field, as demonstrated 

by the deployment of major ticketing projects such as Navigo and passenger information systems (SIEL, 

Image). Image Project is aimed to provide real time information on newly installed screens. The service 

provides assistance to passengers in their journeys and aims to provide in real time, continuous, updated 

information about travel conditions on the network. When the project is complete 3,000 screens will be in 

use throughout RATP premises (metro stations, RER stations and some bus stations). The aim of these 

displays is to improve real-time passenger information by providing a range of information such as 

waiting times, traffic conditions, details of disruption, engineering work and safety advice as well as 

commercial information. In addition, the information screens have been designed to promote accessibility 

by being easy to read and understand. For example, Châtelet–Les Halles – a major commuter train hub in 

Paris – is currently the station where the second stage of the Image Project was installed. It consists of 10 

flat screens, which provide local traffic information (next trains, traffic conditions, delays, etc.) from all 

carriers (RATP, SNCF, etc.) and will eventually replace the information systems of the individual carriers. 

Real-time information displays can be found at major stations (Fig. 98). In Japan displays informing on 

current conditions are widely used at public transportation, on railway and subway stations (Fig. 99).   

 

 



55 

6. Conclusion 

 

All factors of aesthetic design make stations better. Outline of station and its interior design are factors 

that have been considered for long time. Lighting depends largely on structural design; modern structures 

admit more daylight. Commercial function has grown and now large stations have considerable 

commercial and other facilities that should coexist with transportation. Public art at the stations has also 

tradition and always made stations more attractive. Art is connected with heritage, renovation, so 

successful station renewals can rediscover historical decorations and combine two important values – art 

and history. Art can be seen as a part of valuable past heritage at the historical stations and as a 

completely new and modern dimension at the new stations. 

Relatively new factors are advertisements, signs and universal design. Graphics at the stations such as 

advertisements can be a meaningful tool that can also bring profits. Graphics applied in the forms of signs 

is required but it can also make station more pleasant, more functional and a safer place. Station 

accessible for everyone is another ultimate goal of aesthetic design. Station facility needs to be 

coordinated and totally designed. It is good to consider all these factors at the early stage of design 

concept and develop as a coherent multilayered plan satisfying needs and giving aesthetic pleasure.   
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本研究は，未来の社会変化を踏まえた地域再生に果たす河川の価値について，当社が事務局を共同運営

する「日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)」で培った知見も活用し考察するものである．また，社会

課題の解決と企業活動の双方に寄与する共有価値創造の視点から，地域再生に寄与する川づくりの更なる

推進に向けた企業の貢献のあり方を検討するものである． 

本稿では，これまでの河川利用の歴史を踏まえた地域再生に果たす河川の価値の考え方と仮説，川を活

かした地域づくりの実践活動として2016年のJRRN活動概要，及び地域協働による川づくりの推進に向け

た企業の貢献領域を示すとともに，研究2年目となる2017年の取組みの概要を紹介する． 

 

     Key Words : Regional Revitalization, Collaborative River Restoration, JRRN, CSV 

 

 

1. 研究背景と目的 

   

我が国が直面する少子高齢化や地域間格差拡大等の

課題克服に向け，地域資源を活用し各地域の活力を高め

る地方創生・地域再生が注目されており，国の重要政策

にも位置付けられている．1) この地方創生を実現し地域

住民の生活の質を向上させていく上では，地域住民の主

体性・自主性を基本に，地域内外の組織と連携・協働し

ながら地域の課題解決を目指す地域運営組織の育成，そ

の量的拡大と質的向上を図ることが期待されている．2)  

川づくりの現場においても，これまでの防災や環境

保全の取組みから一歩踏み出し，水辺を地域の価値を高

めるための貴重な資源の一つと位置付け，地域が主体と

なり産官学民の協働による水辺を活かした安全・安心で

活力ある地域づくりが全国で進められている． 3),  4),  5) 

当社は，良好な河川の保全・再生が創り出す健全な

水循環系及び歴史・文化と共存する地域社会実現を目指

し，「日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)」の事務

局を設立当初（2006年11月）より共同運営し，川を活か

した地域づくりの中間支援を担ってきた．6)  

本研究は，元気な地域づくりに寄与する川づくりの

更なる推進を目的として，これまでの人と川の関わりの

歴史的変遷や未来の社会変化を踏まえた地域再生に果た

す河川の価値について，JRRN諸活動で培った知見も活

用しながら明らかにするものである．加えて，社会課題

の解決と企業活動の双方に寄与する共有価値創造(CSV: 

Cleating Shared Value)の視点から，JRRN発展を含む地域協

働による川づくりの推進に向けた企業の貢献のあり方を

見出すものである． 

本稿では，研究初年度の成果として，地域再生に果

たす河川の価値の考え方と仮説，川を活かした地域づく

りを応援する実践活動として2016年のJRRN活動概要，

また地域協働による川づくりの推進に向けた企業の貢献

領域を示す． 

mailto:a-wada@ctie.co.jp
mailto:hrm-takahashi@ctie.co.jp
mailto:wakasugi@ctie.co.jp
mailto:ryu-ja@ctie.co.jp
mailto:t-ando@ctie.co.jp
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2. 研究概要と方法 

 

本研究は，二つの主テーマ①河川の価値研究，②CSV

研究について，JRRN運営から得られた経験も活用しな

がら2ヵ年で取組むものである．各テーマの研究手法と

成果を図-1 に，また研究の流れを 図-2 に示す． 

また，JRRN発展への貢献は，「アジア河川・流域再

生ネットワーク構築と活用に関する共同研究」の一環と

して，公益財団法人リバーフロント研究所とともに公益

を目的にJRRN事務局を共同運営しながら推進した． 

 

 

図-1 本研究の概要 

 

 

図-2 本研究のフロー 

3. 地域再生に果たす河川の価値の考察 

 

 (1) 既往文献による調査 

はじめに，本研究で明らかにする河川の価値の方向

性を見出すことを目的に，公共的価値，コモンズ，地域

再生，都市と川，河川文化等の視点から，既往研究論文

や専門書，専門機関誌の連載記事等を収集整理し，関連

文献のレビューを行った． 

多自然型川づくりや河川水辺の国勢調査など自然環

境に配慮した川づくりが活発となる1990年代より，積極

的な利用の側面からの河川や水辺の価値に関わる研究が

多く取組まれてきた．例えば総合研究開発機構（1992）

による水と人の関わりに関する研究では，水循環系を視

軸に未来の国土づくりを考えることを目的に，人と水の

関わりの本態と変容からこれからの水循環のあり方，中

でも「自然の法則」を暮らしに埋め込むインターフェー

スとしての河川の価値の重要性が提起されている．7) ま

た，水辺ウェルネス懇談会(1995)では，水辺空間の価値

として，スポーツなど活動の場（Doing）及びやすらぎ

など存在の場（Being）に分類し，特に医療・福祉分野

の課題解決に水辺が果たす役割を提示している．8) 更に

2000年前後からは，例えば萩原（2001）など，都市の水

辺の利用価値や経済価値の定量評価に関わる研究も多く

取組まれてきた．9) 

また，同じく2000年前後から，都市河川をコモンズと

位置付け，人と川の関係，更にはそこから生まれる地域

（コミュニティ）との関係に関わる研究も多く登場する．

例えば野波ら（2002）は，都市河川の機能として，住民

に生活資源をもたらす（生活）機能と住民同士を相互に

結び付けるネットワーク促進（相互関係性）機能に分類

し，社会心理学と環境社会学のアプローチからその価値

を評価している．10) この他にも菅（2003）や難波・陣内

（2006）らは，過去の人と川との関わりを現代に即して

再構築することで，コミュニティの未来に向けた新しい

人々の繋がりを創出し，都市や地域の再生に繋がる可能

性を論じている．11),  12) 

この他，地域住民の河川に対する評価を扱った研究

としては，例えば和田（2007）らは都市河川における住

民の河川の価値評価とともに環境保全活動の参加意識の

違いと河川への価値評価の差異を分析したり，13)  大塚

（2011）らは江戸城外濠について利用価値と非利用価値

に分類しその価値を評価している．14)  また，伊藤

（2010）らによる健康，福祉，医療面の観点からの河川

の機能・価値評価のアプローチは，上記の水辺ウェルネ

ス懇談会と同様に，高齢化など今後の社会の課題と密接

に関係し，成熟社会における新たな川の価値の可能性を

示している．15) 
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(2) 文献調査に基づく河川利用の変遷（過去～現在） 

文献調査により，河川利用の変遷及び時代背景とし

て主なキーワードを整理した．整理に際しては，社会情

勢の大きな変化により河川利用の仕方が特徴づけられる

時代区分として明治維新から戦後（【I】過去），戦後

から現在（【II】現在）及び今後（【III】未来）の3時代

に区分し，日本の総人口変化も重ね合わせた．（図-3） 

高度成長期以前（【I】の時代）の特徴としては，生き

るため（生業）に日常的に河川が有する水資源や生物資

源等を直接利用し，更に流れなどの機能価値も利用する

ことで，暮らしの細部にまで河川が浸透していた．この

日常的な河川利用の中では，地域が自主的に河川を管理

する仕組みが営まれ，河川利用を巡る地域レベルの交流

はコミュニティ強化に繋がり，更には川への愛情や畏敬

の念も育まれ，それらが河川利用による文化的価値とし

て地域の活力と個性を生み出していた．（図-4） 

しかしながら，高度成長期以降（【II】の時代）は，

水質悪化による物理的な資源価値の低下に加え，集中的

な水システム整備などもあり河川の管理が行政任せとな

り，日常の暮らしから河川が無意識の存在へと変化した．

この結果，都市部での空間利用を除いて人と川が関わる

頻度が低下し，それまで河川利用により育まれてきた地

域に根ざした社会システムや信仰，郷土愛等の文化的価

値も失われることとなった．（図-5） 

 

 

図-3 時代毎の社会情勢・価値観と河川利用の変遷 

※総人口変化：国土交通白書2014「図表1-2-1 我が国人口の長期的な推移（実績，中位推計）」データより作図 

 

 

図-4 過去（高度成長期より前）の人と川の関わりの特徴 

 

 

図-5 現在（高度成長期より後）の人と川の関わりの特徴 
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(3)河川の価値の考え方と仮説（未来） 

過去から現在に至る河川の利用形態及び地域による

河川管理への関与の変遷，及びそこから生まれた人と地

域との関係性（文化的価値）の変化を踏まえ，元気な地

域づくりに河川がどのように貢献できるかについて，以

下の考え方に基づき河川の価値（仮説）を整理した． 

 

 【I】過去の時代の人と川の関わり（日常生活での

物質的価値利用と地先管理）から生じた『非利用

価値（文化的価値）』に着目し，未来の社会変化

を踏まえた新たな河川利用と管理形態（官民連

携・協働管理）から地域の文化的価値を創出する． 

 未来の諸課題（高齢化社会，バーチャルが生む孤

独等）の解決の場として，身近な河川を通じて自

律的に個人が自然・歴史・文化・コミュニティ

（他者との対話）と触れ合う機会（インターフェ

ース）を生み出すことで，新たな地域の繋がりと

健やかな心身・心の豊かさが育まれる．（図-6） 

 【I】過去の時代の水循環に根ざした人と川の関係

性をルーツとする新たな人と川の関わり（＝河川

の利用価値）は，【II】現在の時代に失われた河川

利用から生まれる文化的価値（社会・精神価値）

を再構築し，地域の信頼関係や共通規範，更には

生活への味わいを生み出し，地域の活性化に寄与

する．（図-7） 

 

図-6 これからの時代の人と川の関わりの特徴（予想） 

 

図-7 川を活かした地域再生プロセス（仮説） 

(4)今後の取組み 

2016年は，文献調査と社内勉強会，またこれまでの

JRRN諸活動で培った知見も活用しながら，地域再生に

果たす河川の価値（仮説）を机上で整理した． 

2017年は，仮説で示した河川との新たな関わりから文

化的価値が創出される過程について，実河川を対象とし

たフィールド調査により以下3項目の検証を試みる． 

 

① 川の積極的な利用・協働（散歩，清掃，環境保全

&再生，遊び，環境教育等）から，公共空間であ

る河川の所有感や主体的管理意識が芽生える過程

の検証． 

② 利用・協働を通じて河川管理を担う中で，地域の

信頼関係や共通規範などの社会価値（ソーシャル

キャピタル）及び郷土愛や幸福感（心の豊かさ）

などの精神価値の新たな文化的価値が創出される

過程の検証． 

③ 河川の積極利用が，地域の新たな活力（地域再

生）へと繋がる一連の過程の検証． 

 

フィールド調査による検証を行う過程では，仮説で

想定していない様々な課題も浮き彫りになることが予想

されるが，「川を活かせば地域はこう変わる」という実

例を示しながら河川の価値の体系化・構造化を図り，本

研究が目指す地域再生に果たす河川の価値を明らかにし

ていきたい． 

 

4. 日本河川・流域再生ネットワーク(JRRN)の活動

概要（2016年） 

 

川を活かした地域づくりの実践活動として，当社が

事務局を共同運営する「日本河川・流域再生ネットワー

ク(JRRN)」の2016年の活動概要を示す． 

JRRNは，河川再生について共に考え，次の行動へ後

押しする未来志向の情報を交換・共有することを通じて，

各地域に相応しい河川再生の技術や仕組みづくりの発展

に寄与することを活動目標に掲げている．JRRN設立か

ら11月で10年を迎えた2016年は，河川再生に関わる情報

共有基盤の整備とともに，河川再生の担い手が集い互い

の経験を共有し新たな知見と共感を習得する様々な機会

を創出した．また，「アジア河川・流域再生ネットワー

ク(ARRN)」の日本窓口として，中国や韓国などの海外

関係機関との連携を通じて，日本の優れた知見をアジア

に向けて発信し，同時に諸外国の素晴らしい取組みを日

本国内に還元する役割を担った．2016年のJRRNによる

国内外における協働実績を図-8に示す． 
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(1) 河川再生の知見の共有基盤整備と国内普及 

全国の川づくりの担い手に資する情報を提供し後押

しをすることを目的に，河川再生に関連する国内各地域

の報道ニュース，イベント情報，取組み事例，参考図書

や資料，行政ニュース等について，また海外連携機関

（中国・韓国・台湾等のARRN会員組織，英国河川再生

センター，欧州河川再生センター，国際河川財団等）か

らの各種提供情報等を，ホームページやfacebook，ニュ

ースメール（毎週配信，最新号：第711号），ニューズ

レター（毎月発行：最新号：第114号）等の公開媒体を

通じて広く社会に普及した．また，JRRNが運営幹事を

務める「小さな自然再生」研究会による活動成果を講演

録や研修会報告として冊子に取り纏め，ホームページ等

を通じて全国に普及を図った． 

 

(2) 河川再生の担い手の人材育成 

川づくりの担い手を増やし技術の向上を図りながら

全国で河川再生の取組みを展開していくためには，同じ

問題意識を有する仲間が主体的に集まり，自らの活動に

資する情報や経験を共有する機会創りが重要と考える．

そこで，「小さな自然再生」研究会メンバーと共に水辺

でできる「小さな自然再生」の普及促進に向けた人材育

成プログラム（試案）16) を開発するとともに，意見交

換行事（第5回自由集会）やフィールドワークショップ

（全3回の公開型現地研修会及び自治体からの要請によ

る職員対象研修会）をシリーズ開催し人材育成に努めた．

また，長崎県東彼杵町で取組まれている水辺からのまち

おこし活動での連携や，水の巡回展ネットワークによる

水辺環境教育への参加など，JRRNでこれまで培った経

験を活用しながら川を活かした地域づくりに協働した． 

 

(3) 河川再生の日本の知見のアジア普及と国際交流推進 

ARRNメンバーによる技術交流を目的に開催する『第

13回水辺・流域再生国際フォーラム＠韓国・仁川』に参

加し，日本における河川再生の経験のアジアに向けた普

及に努めた．また，河川再生に関わる海外政府機関や研

究機関，市民団体等の来日視察団の支援や研修受入は，

日本がこれまで培ってきた河川再生の経験・技術等を海

外に伝え国際貢献する貴重な機会と捉え，2016年3月に

は韓国NGO，5月には香港の政府関係者の来日視察を受

入れ，視察団の技術的関心に相応しい日本国内の河川管

理者へと繋げ，国内行政機関の協力を得ながら日本にお

ける河川再生の技術，施策，具体事例等の橋渡しを担っ

た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 2016年のJRRNによる国内外の川づくり協働実績 
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5. 地域協働による川づくり推進に向けた企業の貢

献領域 

 

本研究で明らかにする河川の価値を持続発展的に発

現・活用しながら，元気な地域づくりに寄与する川づく

りを推進していくために企業は何ができるのか？ 

その方向性を見出すため，当社が属する建設コンサ

ルタント業界を想定し，社会課題の解決と企業活動の双

方に寄与する共有価値創造(CSV)の視点から，JRRN発展

を含む地域協働による川づくりの推進に向けた企業の貢

献領域について検討した． 

 

(1) 社会と企業の価値共創に向けて（CSRの意識改革） 

日本にCSRが定着してから10数年が経過した．最近は

CSRを社会貢献や社会的責任という受動的な姿勢ではな

く，本業と有機的に絡めながら内発的にテーマを選び，

社会的な価値と同時に自社の利益に結び付ける経営戦略

の一つと捉え，CSR経営，戦略的CSR，CSVなどの名称

で積極的に推進する企業が増えている．17),  18)  

地域再生に寄与する川づくりの推進という公益に資

する社会課題の解決に向けても，本業を通じての貢献の

みならず，これまでの社会の要請に応える責任や義務感

からのCSRを経営戦略へと転換することで，企業の競争

力強化の一環として企業が有する人材や専門性等のリソ

ースを活かしながら積極的に貢献する価値と可能性が十

分にあると考える．（表-1） 

表-1 本研究が目指すこれからのCSR 

 

表-2 当社の川づくりに関わる地域・社会協働活動の一例 

分類 主な取組み 

地域 

活性化 

・お江戸日本橋 ＆ なぜなぜ舟めぐり主催（東京） 

・一斉清掃行事の協働 & 協賛（東京，仙台，金沢）  

環境教育 
・小学生環境学習支援 
（つくば，東京，埼玉，中部，九州） 

・高校生環境学習支援（埼玉）  

学協会 

活動 

・河川研修会等の運営支援（東京） 

・学協会の委員会活動 
（北海道，東北，つくば，東京，北陸，中部，大阪） 

・公益団体の事務局運営支援（東京、埼玉）  

(2) CSRを通じた当社の川づくり地域協働活動の概要 

CSRの意識改革に向け，まずは当社が取組んでいる川

づくりに関わる地域・社会との協働活動の実態を把握す

るため社内調査（広報室等の関係部署ヒアリング及び社

員アンケート調査）を行った．この結果，事業所がある

地域周辺の活性化や環境教育への協力，また社会活動と

しては学協会委員会活動への参加や公益団体の運営協力

などに分類され，本業で培った川づくりに関わる専門性

を地域・社会に還元する協働活動が多いことが判る．

（表-2）合わせて，社員アンケートより得られた地域協

働活動への参加動機を以下に示す．（表-3） 

表-3 地域協働活動の参加動機・得られること 

 

 

(3) 既存CSRの再構築（隅田川での取組みを一例に） 

社会と企業の共有価値創造（CSV）の視点から，従来

のCSRを通じた地域協働活動の再構築を隅田川での取組

みを一例に試みた． 

当社は，2007年より隅田川クリーンキャンペーン実行

委員会主催「隅田川クリーン大作戦」に協賛し，社員や

家族も参加して隅田川沿川の美化活動に取組んでいる．

参加10年目となる2016年は，過去最多となる48名の当社

社員や家族が図-9に示す理由から参加し，沿川の市民や

企業，行政関係者と共に清掃活動に励んだ．（写真-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 当社社員の参加理由（回答者：17名、複数回答有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 社員や家族との記念撮影（2016年6月18日） 
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この隅田川での活動を例に，既存CSRの再構築として，

地域協働活動の共通ゴールの設定，また本業との関係性

を踏まえた活動内容，及び協働により得られる社会と企

業それぞれの新たな価値について整理した．（図-10） 

 

図-10 既存CSRの再構築（隅田川での取組みを一例に） 

 

従来のCSR活動を更に発展させ，元気な地域づくりに

向けた川づくりに取組むステークホルダーとの対話の機

会を増やすことで，地域の課題解決や活性化に寄与する

だけでなく，企業にとっては社会課題の源泉や市民の生

の声，日々取組む本業の社会的意義などを習得し，その

結果として本業での質の高いサービスの還元を通じて社

会と企業に新たな価値を創出することができるであろう． 

 

(4)川づくり地域協働活動における企業の貢献領域 

地方創生の実現に向けて閣議決定された「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づいて，地域の課題解決

のための持続的な取組体制に関わる有識者会議が設置さ

れ，2016年12月にその最終報告が公表された．2) この中

では，地域再生を担う共的セクターとして地域運営組織

の役割が重要であり，各地域でこうした組織を育成する

とともに，地域運営組織を中間支援する情報交換・交流

機能（プラットフォーム）の必要性が指摘されている． 

地域再生に寄与する川づくりの推進に向けても，そ

の担い手となる地域活動主体の育成が重要であり，従来

のCSRの発展形として，企業が立地する地域での協働活

動を通じて地域運営組織づくりやその発展に貢献したり，

本業で携わった川づくりの現場のフォローアップとして

企業活動の一環で地域活動主体を後方支援するなど，企

業が有する高度な専門性や経営力を発揮できる領域は少

なくない．加えて，JRRNの様な各地域の取組みを情報

共有や人材育成の面で中間支援する協働型プラットフォ

ームについても，CSVの視点から企業がその発展に貢献

することで，社会と企業の双方に新たな価値の創出が可

能と考えられる． 

 

(5)今後の取組み 

2016年のCSV研究では，これまでのCSRを通じた川づ

くりに関わる地域協働活動をCSVの視点からレビューし，

企業の新たな貢献領域について整理を試みた．しかし，

こうした企業による取組みの実現に向けては，CSRに対

する企業の意識改革に加え，積極的にこうした地域協働

活動に参加する企業風土と支援の仕組みが伴う必要があ

る．2017年は，先に示したCSR再構築の考え方に基づき

既存活動に新たな付加価値を添え，社員参加を促進する

仕組みを検討・試行しながら，元気な地域づくりに寄与

する川づくりの推進に繋がる地域協働活動への企業貢献

のあり方を提示していきたい． 

 

6．おわりに 

 

国土交通省では，2020 年を目標に「水防災意識社

会」を再構築する取組みを推進している．この「水防

災」には，災害に強いまちづくり（防災）と元気な地域

づくり（水）が含まれ，後者の水意識社会の再構築では，

流域における水の多様な恵みを社会全体で認識・享受す

るとともに，それらが人々の意識の深部に浸透した社会

の実現を目指している．2)  

半世紀以上の時間の中で変化してきた水循環に根ざ

した人と川の関わりの再構築は決して容易なことではな

い．しかし，地域協働による川づくりへの参加など新た

な川の利用や触れ合いから市民の水意識に変化が生まれ，

それが地域の元気へと波及していく道筋を河川の価値研

究として明らかにするとともに，JRRN 活動を通じてそ

の実践を中間支援することで，水意識社会の再構築に貢

献していきたい． 

また，こうした地域協働による川づくり推進への企

業の貢献について考える過程では，受託業務中心の形態

である建設コンサルタントの今後の更なる役割や活躍の

場についても意識する必要がある．例えば，専門性を活

かして地域をコーディネートする役割や，地域運営組織

の人材育成を担うなどが考えられるが，地域の生の声に

接しながら協働による社会課題を解決する機会に積極的

に参加し，その経験を通じて専門家としての資質を更に

高めながら，企業として新たな領域の価値創造に挑戦し，

より善いサービスを社会に提供する好循環に繋げていく

ことを目指していきたいと考えている． 
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STUDY ON CREATING SHARED VALUE IN REGIONAL REVITALIZATION THROUGH 

COLLABORATIVE RIVER RESTORATION 

 

Akira WADA, Hiromi TAKAHASHI, Kouhei WAKASUGI, Ja RYU and Tatsuya ANDO 

 

In this study, the value of rivers that contribute to regional revitalization is considered by utilizing Japan River Restoration 

Network (JRRN). Also, from the viewpoint of creating shared value, the role of private companies to promote collaborative river 

restoration contributing to regional revitalization is studied. 

This paper shows the concept and hypothesis of value of rivers, the outline of JRRN activities in 2016, and the business 

contribution areas for promoting collaborative river restoration. 
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文化財防災の研究 
 
 
 

水摩 智嘉1、山邊 建二2 

 
1技術士（建設部門） 株式会社建設技術研究所 大阪本社 ダム部 
2技術士（建設部門） 株式会社建設技術研究所 大阪本社 ダム部 

 

（〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7） 

E-mail:mizuma@ctie.co.jp， k-yamabe＠ctie.co.jp 

我が国では、近年、大規模な地震による甚大な被害を受けており、津波や地震火災等により、多くの文

化財についても損傷を受けている。京都では、世界遺産をはじめ、多くの文化財を有しており、地震火災

から文化財の焼失を防ぐことが文化財防災のひとつのテーマとなっている。 

本論文は，地震火災から文化財を守るための取り組みとして、当社が事務局を行っている「地震火災か

ら文化財を守る協議会」の取り組みを紹介したものである。 

 

     Key Words : Earthquake fire, Pilot project, NPO 

 

1.  はじめに 

我が国は、高温多湿のアジア・モンスーン気候

に属しており、天より授かる豊富な雨水は豊かな

水と緑をもたらし、先人達は長い歴史を通じて世

界でも類を見ない「木の文化」を育んできた。そ

の結果生み出された、日本の木造建造物とこれで

構成される伝統的な町並みは、いまや人類にとっ

てのかけがえのない文化的資源となっている。 

一方で、木は燃えやすいという危険性を持つ。

特に地震等に起因する同時多発火災に対する脆弱

性は、既に歴史が証明するところとなっている。 

しかし、文化遺産をはじめとする伝統的な木造

文化の様式を、火災に弱いという理由だけで早計

に世から消し去ってしまうことは、文化的多様性

や地球環境の保全という視点から見ても、人類に

とって計り知れない損失となる。木造文化の都市

をまもるためには、建造物を不燃化する方向性だ

けではなく、「万一燃えてもすぐ消すことのでき

る安全な環境を実現する」ための、消防戦略を考

慮した環境づくりが重要である。 

阪神淡路大震災後に、上記の観点から、国に対

して、日本の文化をまもる取り組みを行政に働き

かけ、近く起こるとされる東南海・南海地震等が

発生する前に、早期に実現するための活動組織と

して、「地震火災から文化財を守る協議会」が平

成９年に設立され、当社は協議会の事務局として

活動してきた。 

協議会活動から、日本の歴史や文化の象徴であ

る京都を国家財産として守り活かす「京都創生」

として、京都市と連携し、清水地域の「文化財と

その周辺地域を守る防災水利モデル整備」（パイ

ロット事業）が完成した。この施設は市民が日頃

から利用できるようになっており、現在運用を行

っているところである。また、本年 10 月 22 日島

根県松江市にて第 20 回地震火災フォーラムを開催

し。文化遺産防災の重要性を理解して頂いた。 

本論では、「地震火災から文化財を守る協議

会」の事務局としての、当社の活動について、紹

介するものである。 

 

2.  既往調査研究 

 文化財防災として、国土交通省、内閣府、京都

市から、研究開発費や業務を受託し、当社は京都

大学等の協議会関係者と連携、協力しながら下記

に示す報告書のとりまとめを行い、防災水利整備

事業の推進に大きく寄与してきた。 

 

(1)国土交通省「H13 年度建設技術研究開発費補

助金」研究報告書（H13 年度） 

(2)内閣府「文化財保護と防災まちづくりに関す

る 調査業務」(H15 年度) 

(3)内閣府「災害から文化遺産と地域をまもる検

討調査業務」(H16 年度) 

(4)国土交通省「文化遺産を核とした地域の防災

力向上の取組みによる地域の活性化」による

検討（H16 年度） 
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(5)京都市「自然流下式消防水利システムの研究

調査業務」(H17 年度)  

(6)京都市「清水地域の防災水利整備事業に関す

る研究調査業務」(H17 年度) 

(7)京都市「清水地域の地域特性に応じた消化シ

ステムに関する研究調査業務」（H18 年度） 

平成13年度の研究報告書は、地震火災から木造

都市を守る環境防災水利整備に関する研究開発と

して、①地震火災の特徴を踏まえた環境防災水利

整備の基本理念導出、②事例調査に基づく環境防

災水利整備のための技術情報データベースの構築、

③京都市を事例とした地震火災の危険地域推定手

法の開発と水利整備指針の導出、④ケーススタデ

ィ地域に対する環境防災水利整備計画と支援シス

テムの開発についてとりまとめを行った。 

平成15～16年度は、平成13年度の研究成果を踏

まえ、内閣府の委員会において、地震災害から文

化遺産と地域をまもる対策のあり方 1)がとりまと

められた。この成果を受け、災害から文化遺産と

地域をまもるための今後の展開として、①防災基

本計画等における文化遺産の防災対策の位置づけ、

②地域における事業の早期実現（パイロット事業

の取り組み支援）、③地方公共団体への文化遺産

の防災対策の意識の普及、④指定文化財等におけ

る総合的な防災対策の推進（文化財所有者への防

災対策支援）、⑤自主防災組織の活性化（防災ま

ちづくりに対する支援）が位置づけられた。 

内閣府の委員会において、「地震災害から文化

遺産と地域をまもる対策のあり方」（平成16年７

月）がとりまとめられた結果、京都市の清水寺地

域におけるパイロット事業を国が支援することと

なった。パイロット事業の計画・設計に関連する

業務が発注され、清水寺地域における防災水利整

備事業について検討を行い、延焼防止放水システ

ムの配置設計等を実施した。 

図－１は清水寺地区の文化財の地震火災による

焼失を防ぐために設置する延焼防止放水システム

の配置を示したものである。山裾の標高の高い位

置に、防火水槽を設置し、自然の力で、放水を可

能としており、水量については、延焼シミュレー

ションを実施し、延焼時間や延焼幅や延焼防止に

必要な単位水量等より算出している。 

当社の協議会活動については、幹事会の運営、広報

活動（フォーラム開催）を主体に、技術部会等全般の支

援を行っている。技術部会と協力しながら、現在当社は

東福寺の防災対策に関して検討を進めているところであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 清水寺地区文化財延焼防止放水システム配置図 

 

3．フォーラム開催 

地震火災から文化財を守る協議会では、平成９

年から年に１回のペースで、フォーラムを開催し

てきた。 

今年度は島根県教育委員会、松江市、毎日新聞

社の共催で、文化庁、立命館大学歴史都市防災研

究所の後援を得て、松江テルサホールにて、平成

28 年 10 月 22 日（土）にフォーラムを開催した。 

フォーラムの概要は以下のとおりである。 

「第 20 回フォーラム 神話の国の遺産を未来へ」 

○開会挨拶 松浦正敬 松江市長 

○記念講演 

 「なぜ地震と文化財なのか」 

  土岐憲三 

  （NPO 法人災害から文化財を守る会理事長） 

○基調講演 

 「出雲人の心と現代」 

藤岡 大拙（NPO 法人出雲学研究所理事長） 

○パネルディスカッション 

 「いま、文化いづる国への思いを語る」 

千家和比古（出雲大社権宮司） 

松本 岩雄 

   （島根県立八雲立つ風土記の丘所長） 

村尾 靖子（作家） 

コーディネーター 

佐々木泰造（毎日新聞学芸部専門編集委員） 



 

 66 

前日に鳥取県中部地震(M6.6)が発生したにも関

わらず、当日の参加者は約 200 名と多く、10～30

代の参加者が 24％と、地元大学生の参加により盛

況であった。また、県外の福島県、愛媛県、香川

県からも参加があった。特に福島県の方は東日本

大震災で被災された方で、毎年フォーラムに参加

されている。 

アンケートの結果、前日の地震もあり、大規模

地震がいつきてもおかしくないと思われている方

が約半数にのぼり、文化財が多い島根県では、文

化財防災の重要性を認識されている方が 80％と高

い割合を示した。 

11 月 11 日、毎日新聞に掲載された一面の記事

を図-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 第 20 回地震火災フォーラム新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 フォーラム講演等写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 第 19回フォーラムチラシ（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 第 19回フォーラムチラシ（裏面） 
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4．情報ネット 

 NPO 法人「災害から文化財を守る会」から情報

ネットを広報誌として会員に配布している。 

情報ネットでは、フォーラム開催内容の報告や

地域拠点、学識経験者からの投稿記事を掲載して

おり、地域拠点での活動の呼びかけている。 

 広報活動を通じて、協議会活動の地方拠点（ＮＰＯ）

は広がり、金沢や山口で自主的な活動が行われている。 

 当社は上位組織の事務局として、NPO 法人を支

援しており、情報ネットについては、学識経験者

への原稿フォーラムの原稿作成等も行っている。 

本年度発行した情報ネット 32 号、33 号の表紙

は図-5 に示すとおりである。 

 

5．おわりに 

 平成９年に発足した「地震火災から文化財をま

もる協議会」の事務局として活動を行ってきた。

技術専門部会の成果としては、現在京都市清水地

区において、産寧坂伝統的建造物群保存地区の無

電柱化事業とあわせた地震火災延焼防止放水シス

テムを設置するパイロット事業が実施され、完成

している。 

 また、広報活動の成果として、地震火災フォー

ラムを毎年継続して開催し、多くの方に文化遺産

の防災について認識されるようになったところで

ある。 

事務局として一定の成果を得たことから、事務

局活動を休止し、次年度以降は防災事業の実現に

向けたまちづくりの検討、研究を行っていくこと

とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 「情報ネット」32号、33号 

 

Study on Technique for Safeguarding Culture assets against Earthquake fire  

Tomoyoshi MIZUMA，kenji YAMABE 

 
Downsizings Kyoto City began construction of the disaster prevention water supply maintenance 

in Kiyomizu district in 2006. This research is what the NPO Engineering Department association of 

incorporated nonprofit organization "NPO for Protection of Cultural Heritages from Disaster " executed it 

to be effectively and appropriately enforceable of the disaster prevention water supply maintenance plan 

And corporate public relations activities NPO, held a forum every year, doing a paper published 

quarterly. 
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日本橋地域・社会貢献活動報告 
 

 

日本橋は、江戸時代以降日本の経済と文化の中心地として発展してきた街です。創業 400年を

越える老舗がいまも残り、数多くの歴史的・文化的資産に恵まれていますが、地域活性化や都市

再生、河川再生など当社の事業分野に関連する様々な課題を有しており、地域住民、地元企業、

行政が様々な地域活動を行ってきています。当社はこの地域に 50年以上にわたって本社を置く企

業であり、企業の社会的責任として、その得意分野を活かして地域の活性化やまちづくりに参画

し、貢献していきたいと考え、様々な地域活動の支援を行っています。 

2008年からは NPO法人東京中央ネットを中心とする日本橋地域の企業・団体とともに「江戸東

京再発見コンソーシアム」を構成し、「お江戸日本橋舟めぐり」、「江戸東京再発見街めぐり」など、

日本橋地域を中心とした観光集客事業を実施しています。また、こうした活動を通じて、当社が

関わる地域づくりや社会インフラの整備等について、技術者の視点からの情報発信を積極的に行

っていきます。 
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平成 28年度日本橋地域・社会貢献活動報告 

舟めぐり活動報告と広がりを見せる東京の観光舟運連携 

Report of Social action program for Nihombashi Area  

宮加奈子 1 

1 株式会社建設技術研究所 国土文化研究所（〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-1） 

This paper reported the 2016 activity of Consortium of Rediscover Edo-Tokyo Tourism Walk activities. These 

activities contribute to the plan drafting of new Tokyo waterside area. 

 

1. はじめに 

平成20年8月にNPO法人東京中央ネットを代表団体と

して「江戸東京再発見コンソーシアム」が設立され、国

土文化研究所も参加し、平成20～22年の 3年間の間に経

済産業省の助成1を受けて、日本橋を中心とする都心地域

の活性化、観光集客の事業を実施してきた。平成23年以

降は、当社が主体として関わっている一般市民を対象と

して電気ボートを活用して行っている歴史クルーズ「お

江戸日本橋舟めぐり」の舟運事業を中心に活動を継続し

ている。この活動は、東京・日本橋地域に本社を置く企

業として、地域活性化支援のための地域貢献活動である

とともに、河川やダムなど水に関わる社会インフラ整備

に長年関わってきた会社として水辺の魅力を一人でも多

くの一般市民の方々に知ってもらうための CSR活動2とし

て行っているものである。 

本稿においては、平成21年 9月の開始から丸7年を迎

えた平成28年度の舟運事業の実施状況と、東京オリンピ

ックを見据えた東京の観光舟運連携の取り組みの現状に

ついて報告する。 

 

2. 「お江戸日本橋舟めぐり」の実施概要 

当社が所有する環境にも人にも優しい電気ボート「江

戸東京号」（旅客定員 11名）を活用して、2011年より完

成した日本橋船着場を中心に、江戸東京再発見コンソー

シアム主催として、現在全部で 6 コースの歴史クルーズ

を実施している。 

 
「お江戸日本橋舟めぐり」集客用パンフレット 

                                                   
1 平成20年度「広域・総合観光集客サービス支援事業」 

平成21、22年度「地域集客・交流産業活性化支援事業」 

2 corporate social responsibility（企業の社会的責任） 

     
 日本橋と江戸東京号 

 1か月に10日前後（年間で約 120日）、年間約300便を運

航している「お江戸日本橋舟めぐり」は、一般市民を対象

として、興味をもってもらいやすい歴史の切り口から、江

戸の歴史やまちづくり、舟運や治水の話を中心に構成され

ている。その上で、水辺の視点からしか見えないような「橋

梁」や「水門」、「護岸」、「分水路」などの隠れた社会イン

フラ施設などを実際に自分の目で見てもらい、市民の生活

を支える土木技術の重要性を、親しみ易く伝える場ともな

っている。また、江戸と現代の東京が重なりあう地形と時

空を超えてそれらを繋ぐ掘割の姿を、参加者により分かり

やすく感じとってもらう工夫として、半透明の現代地図を

古地図の上に重ねあわせた特製のルートマップを作成。江

戸東京のパラレルワールドを体験できる「パスポート」と

して一役買っている。水辺から見た東京のまち、それ自体

をテーマパークとして、その中で「驚き」や「気づき」「発

見」を持って帰ってもらいたい、それがこのプロジェクト

の名前「江戸東京再発見」という名前にもあわせて込めら

れている。 

開催日数 月10日前後開催（月平均25便運航） 

コ ー ス 全6コース（日本橋川、神田川、深川、小名木川、634

（ムサシ）、江戸湊） 

所要時間 約1時間～1時間30分 

定 員 各10名 

料 金 大人2,500～3,500円  子供1,500～2,500円 

 

人気の特製の古地図のルートマップ 

江戸時代に発行された古地図の上に、

半透明の現代地図が重ねてあり、その
上にルートが記されている。 
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 「お江戸日本橋舟めぐり」の運航実績数は、年々増加し

ており、平成 27 年の年間参加者数は、過去最高の 2,397

名となったが、平成 28 年は、世界的な気候変動による天

候不順などの影響を受け、運航中止や参加者からのキャン

セル、参加申込自体の減少が見られた。結果、前年比で約

16％減の2,025名となった。 

この利用者数の減少は、当事業に限らず、日本橋船着場

を利用している舟運事業者全般に言える。日本橋船着場の

平成 28 年の利用者数は、平成 27 年の過去最高から、約

25％減の69,232名となっていることからもその様子がう

かがえる。当事業よりも減少数が大幅だった原因としては、

利用船舶には大型の屋根無しタイプが多く、結果的に運航

や集客数の伸びが天候まかせとなることが関係している

と思われる。 

  

「お江戸日本橋舟めぐり」運航実績推移（平成 22～28 年）

 

日本橋船着場利用実績推移（平成23～28年） 

（名橋「日本橋」保存会集計資料より作成） 

 

3. 江戸東京号を活用した様々な取り組み 

（１）扇橋閘門親子体験会 

 東京都中央区に在住・在学・在勤の小学生もしくは中学

生の親子を対象にして、東京のミニパナマ運河と呼ばれて

いる水のエレベーター「扇橋閘門（東京都江東区）」を体

験できるクルーズに、合計30組 60名を無料で招待してい

る。中央区の水域の面積は、中央区の全体の面積に対して

18.3％を占めており、この割合は東京 23 区内でももっと

も大きいと言われている3。そんな水の都・中央区にゆか

りのある子供達でも、外郭堤防や、手すりなどで、普段な

                                                   
3 平成18年4月「中央区水辺利用の活性化に関する方策」東京都中央区 

かなか水辺の近くまで降りられない現実がある。そこで、

実際に水辺に降りてきてもらい、クルージングを通して水

辺の魅力や、生活を支える防災や治水の仕組みをあわせて

学んでもらう場としてこの親子体験会を開催している。 

江戸東京再発見コンソーシアム主催（中央区教育委員会

後援）として、平成28年で4回目の実施となった。 

開催日時 平成28年8月11日（木祝）、20日（土） 
2日間 全6便  
※8月20日（土）は悪天候のため中止 

所要時間 クルーズ1時間＋扇橋閘門見学（約30分） 

定 員 各親子5組10名（合計30組60名） 

応 募 数 合計47組94名（抽選で選出） 

参 加 費 無料招待 

 

【参加者の感想（参加者アンケートより）】 

●ご応募いただいた理由を教えて下さい。 

 
 

 

 

 

 

●クルーズの感想をお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

募集チラシ（左）と、オリジナル体験ノートからルートマップ抜粋（右） 

     

水陸両方から扇橋閘門を体験できるクルーズはユニーク 

・普段行かない場所や乗船体験というものに興味があっ

たため。 

・子供に普段見られない閘門や水辺からの景色を見せた

かったため。 

・子供に東京の運河の仕組みを見せたかった。 

・日本の技術はすごいなと感心しきりでした。災害があ

ってもそこからそれに対しての対策をするという日

本人の真面目さを感じた。 

・とても静かで良かった。川を近くでみると、また違っ

た見方ができ良かった。 

・電気ボートということで、音がとても静かで、少人数

で穏やかな楽しい時間だった。 

日
数
・
便
数 

乗
船
者
数 

便
数 

乗
船
者
数 
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（２）江戸東京・川のなぜなぜ舟めぐり 

 毎年秋に開催されている NPO 法人東京中央ネット主催

の「EDO ART EXPO」の共催イベントとして、一般市民を

対象に、当社の土木技術者が都市のインフラについて専

門的な内容をわかりやすくご案内する「江戸東京・川の

なぜなぜ舟めぐり～シビルエンジニアから聞く川にまつ

わる話～」を平成25年より開始、毎年4倍近い応募倍率

で、今年は、荒川放水路をクルーズする新コースを加え、

一部コースでは以前より声の多かった陸上施設の案内も

含めたコースを新設し、募集人員も大幅に増やした。前

出の扇橋閘門親子体験会が子供向けのイベントであるの

に対して、こちらは「大人の社会科見学」的な位置づけ

である。普段目にしない、目にしてもなかなか詳しく知

るすべのない護岸や水門、防災のしくみや、まちづくり

などの土木技術について、専門家である土木技術者から

直接その説明を受けられることが、その人気の一つだ。

また、さらにその入り口から一歩進んで、普段その存在

もよく知らない人が多い「土木技術者（シビルエンジニ

ア）」に興味を持ってもらうことが、大きな意味で、社員

のモチベーションアップにも繋がり、現業でのより良い

仕事、さらにそれが安全で豊かな社会づくりと良い連鎖

となることを狙っている。そのため、今年は、配布資料

も刷新し、「建設コンサルタント」や「土木技術者」につ

いてより身近に感じてもらえるように、土木技術者本人

の声を多く反映した内容にするなど工夫した。 

開催日時 平成28年9月27日（火）、30日（金）、10月1日

（土）、4日（火）、6日（木）、5日間  

コ ー ス 全5コース 10便（下記詳細） 

所要時間 約1時間30分 

定 員 合計150名 

応 募 数 470名（抽選で選出） 

参 加 費 無料招待 

 

コース１  「分水路」って何だろう？  

神田川・隅田川の水害と防災を学ぶコース 

コース２  「親水」って何だろう？ 

都市の水辺空間が果たす役割を学ぶコース 

コース３  「閘門」って何だろう？ 

江東デルタ地帯の防災と舟運を学ぶコース 

コース４  「江戸湊」って何だろう？ 

東京のウォーターフロントの変遷を学ぶコース 

コース5  「放水路」って何だろう？ 

近代東京の成立ちを川から学ぶコース 

  

 

 【参加者の年齢割合】 

   

20代
1%

30代
4%

40代
4%

50代

13%

60代
25%

70代
40%

無回答
13%

年齢

 
 【参加者の職業割合】 

   
                  【応募理由】 

コース内容に

魅かれたから
42%

シビルエンジニ

アガイドに興味

があったから
14%

舟めぐりしてみ

たかったから
22%

無料だったから
18%

その他
4%

応募理由

 

【参加者のご感想など】 
・東京に生活して通算50年を越えているが、初めての風景。 
それを丁寧にわかりやすく説明してくれた。また何回も経
験したい貴重な楽しい経験。（50代男性・神奈川） 

・川が多くの方々が関わり、管理されていることを知った。 

橋は下から見る方が絶対楽しい。閘門の体験は感動。土木 

技術者は、素晴らしい仕事だ。（60代女性・神奈川） 

・町の散策も楽しめるイベントがあったら良い。 

（30歳女性・東京） 

・歴史や生態系など詳しい説明があり、勉強になった。 

（20代女性・東京） 

・もう少し多くの舟運があればよい。東京都は川が多いか
ら。自由に川で往来したい。（50代女性・神奈川） 

・普段道路からは見られない部分が見学できとても良い経
験。（40代男性・東京） 

・是非こういった企画を続けてほしい（20代男性・東京） 
・有料でももう一度乗りたい（60代女性・東京） 

・一般的に知られていないのが不思議。もっとアピール
しても良いのでは？（50代女性・東京） 

・船に乗らないと見られない橋脚の下が見られて興味深
かった。大いに宣伝すべき。電気舟なので静かでとて
も良かった。（60代女性・千葉） 

・無料としては素晴らしすぎる。（40代男性・東京） 

 

学生
4%

会社員
25%

自営業
6%

公務員
4%専業主婦

20%

その他
40%

無回答
1%

職業

募集チラシ 
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終了後、参加者に発送した記念写真のハガキより 

（新コース コース5「放水路」ってなんだろう？岩淵水門前で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シビルエンジニアの生の声を多く入れた配布資料に刷新 

（３）社員研修での舟めぐりの活用 

 当社の新入社員研修では、当社の社会貢献活動を新入社

員にも知ってもらうこととあわせて、間近に土木構造物を

見学しながら先輩土木技術者が説明をし、防災や治水の現

場を体験してもらうという取り組みを行っている。実際に

クルーズする場所は、当社が業務で関わった場所などで、

知識と技術の継承とともに、業務に関わった技術者の想い

を感じ取ってほしいという願いも込められている。この研

修は、他の建設コンサルタントにはない、ユニークな取り

組みと言える。平成28年は 63名の新入社員を案内した。 

開催日時 平成28年4月3日（日）、12日（火）、14（木） 
3日間 全7便 

コ ー ス 神田川コース 

所要時間 約1時間30分 

    
舟運というツールを通し土木技術やそれに関わる仕事を知る 

4. 広域連携による水辺を繋いだ地域活性化へ 

 この活動を開始した平成 21 年の当初は、社会実験とい

うことで中央区が特別に常盤橋防災船着場の使用をこの

事業に限り許可し、日本橋川コースのみでスタートした。

平成 23年 6月に神田川コース、深川コース、小名木川コ

ースが加わり、更に平成 25 年に墨田区、江東区の防災船

着場が舟運事業者や NPO 法人などの団体に使用が許可さ

れ、2区を繋いだ広域連携による舟運事業がようやく実現

した。それを受けて、日本橋と東京スカイツリーを結ぶ

「634（ムサシ）コース」、既存の日本橋船着場を発着して

周遊していた小名木川コースは、小名木川の最後まで走破

する「改訂小名木川コース」として生まれ変わった。 

 こういった広域連携の舟運活性化の中で、船舶そのもの

の捉え方も変わってきた。単純に人を運んだり、水辺を観

光するだけのツールとしてではなく、水辺をより魅力的な

場所として伝える情報発信のコンテンツとして舟運事業

が活用されることが増えてきている。船舶を活用した水辺

の賑わい創出、イベントの演出をする機会も増えてきてい

る。江戸東京再発見コンソーシアムが企画・運営に関わる

舟運イベントを2つここで紹介したい。 

 

（１）大島・旧中川そらまめクルージング（東京都江東区） 

 江戸時代に江東区の東端・旧中川周辺にこの地域で栽培

されていたと伝わる幻の江戸野菜「中川そらまめ」にスポ

ットをあてて、旧中川周辺地域の歴史と魅力を情報発信す

るのが、「大島・旧中川そらまめ祭り」だ。平成25年に都

内で初めての「川の駅」がこの場所に誕生したのを受けて、

平成 26 年から大島地区の地元のまちづくり協議会がはじ

めた水辺の活性化イベントで、第１回目から、日本橋と旧

中川をつなぐ江戸時代の「塩の道」を通る『そらまめクル

ージング』を企画運営している。最盛期の江戸時代後期に

は、1日のうちに900艘近い舟が行き交ったという江戸の

大動脈小名木川を小さな小型船で「まめまめしく」つなぐ

という趣向だ。 

 平成 27 年からは、会場である旧中川・川の駅前の水上

に 3 艇の小型船舶を浮かべてその上に金管楽器の演奏者

を乗せ、陸上に向かって演奏してもらう「そらまめクルー

ジング水上ライブ」を江戸東京再発見コンソーシアムで企

画運営、開催している。 

  

第3回大島・旧中川そらまめ祭りパンフレット 
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江戸名所百景にも描かれた「中川口」の都内で唯一の「川の駅」で開催 

 

（２）おしなり公園水上演奏会（東京都・墨田区） 

 平成 24年 5月に開業した東京スカイツリー®の真下に、

翌年「おしなり公園船着場」が完成し、一般の舟運事業者

に使用が許可されたが、一般の知名度はまだまだ低いこと

から、墨田区と舟運事業者や旅行会社が舟運事業者連絡会

を結成し、使いやすい船着場のあり方や、情報発信の方法

について話し合い、水辺を中心とした地域活性化をはかっ

ている。その取り組みの一環として、平成 26 年からまち

歩きイベントの中で、水辺の新たな魅力と賑わいの創出を

目的に、おしなり公園船着場をオーケストラピットに見立

てた水上演奏会を江戸東京再発見コンソーシアムとして、

シーズンごとに企画運営している。 

 4 回目となった平成 28 年 7 月の水上演奏会では、初め

て 1，2 部制を実施し、夕暮れ時の開催が実現した。実際

夕方の時間に、買い物の途中で足をとめてくれる地元の方

も多く、地元住民を巻き込んだ水辺の賑わい創出と言う意

味では新たな一歩と言えると思う。 

   

第4回おしなり公園水上演奏会ポスター・チラシ 

 
おしなり公園船着場の様子 護岸の反響をうまく利用しての演奏会 

毎回おおよそ200～300名の方が足をとめて参加してくれる 

 

地元の商店街のゆるきゃらとして人気の高い「おしなり君」も参加 

地元商店街との連携も次第に出来てきた 
 

5. 広がりを見せる東京の観光舟運連携 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え

て、国や東京都が船舶交通の利活用を積極的に進めてい

る中で、現在多くの観光舟運の社会実験が実施されてい

る。今回は、平成28年に東京の水辺で実施された主な社

会実験を以下４つまとめる。 
 

（１）水辺空間活用（舟運）ワーキンググループ 

   （東京都（都市整備局、建設局、港湾局）） 

 東京都では2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、平成27年から地元区や学識経験者、舟運事

業者とともに「水辺空間活用（舟運）ワーキンググルー

プ」を立ち上げ、東京都心と主要な交通拠点を結ぶ舟運

の検討と検証を行ってきた。平成28年 3月に市場調査や

顧客ニーズ、船着場周りの賑わい創出、広報までを包括

的に行う社会実験主体として「舟運活性化パートナー」

を募集。5月に代表幹事を㈱電通がつとめる「東京舟運パ

ートナーズ」（共同提案企業として、㈱JTBコーポレート

セールス、WILLER TRAVEL㈱、寺田倉庫㈱、日本空港ビ

ルディング㈱、京浜急行電鉄㈱、パナソニック㈱、㈱ｕ

ｍａｒｉ、松竹㈱、㈱ドコモ・バイクシェア、㈱電通国

際情報サービス、㈱日本総合研究所）が選定された。期

間は、平成28～32年まで 5年間としている。これに基づ

き、平成28年 9～12月上旬に「東京舟運社会実験クルー

ズ 2016」を実施。全 6艇の船舶を使用し、3コース展開
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された（①羽田～浅草、②日本橋～有明、③天王洲～勝

どき～日の出）。なお、この取り組みは、平成28年12月

に東京都が策定した「都民ファーストでつくる『新しい

東京』～2020年に向けた実行プラン～」事業の１つとし

て位置づけられることが決定し、平成29年度から改めて

社会実験が実施されることとなっている。 

 全体の方向性としては、民間事業者による定期運航航

路を東京オリンピックに向け実現することを趣旨として

おり、観光舟運というよりも東京都心における交通とし

ての舟運ネットワーク形成を目指していると言える。 

 

 

 

社会実験ロゴ 

 

（２）運河の防災船着場を開放する社会実験 

（東京都（港湾局）） 

平成 26年 12月に東京都により発表された「東京都長

期ビジョン」事業の１つとして、東京都港湾局が東京都

心の水上タクシー事業の検討、促進をはかる一環として

平成28年 7月から開始した社会実験事業。7月 19日から

田町防災船着場、8月 31日から品川防災船着場が、それ

ぞれ 1 年間の期限付きで港湾局が利用を承認した水上タ

クシー事業者のみに使用が許可された。平成28年度では、

該当事業者は、東京ウォータータクシー㈱1社のみ。 

開放された両船着場ともに、陸上交通との結節が形成

されうる利便性の高い場所（他の防災船着場に比べると

最寄りの鉄道駅とのアクセスの良い場所）で、東京港湾

部の商業地を繋ぐ、オンデマンドの比較的小回りの利く

小型船舶舟運（水上タクシー）の実現を検討しているも

のと思われる。これについては、船着場利用が事前申込

制、区による施錠管理で10分程度の利用のみの許可など、

現在の防災船着場の利用方法において、クリアすべき課

題が多いと言える。 

 

 

 

 

社会実験ロゴ 

 

（３）東京都心と羽田空港等を結ぶ舟運社会実験 

（国土交通省（総合政策局）） 

90年以上の歴史を持つ千代田区の「万世橋船着場」の

有効活用の検討から始まり、東京の玄関口である羽田空

港を繋ぐ航路の実現から生まれた社会実験。平成 27年 9

月に第 1 次社会実験を実施し、わずか 7 日間の運航で

1,500名の乗船客が押し寄せ話題となった。 

舟運事業者、それぞれの船着場の地元の自治体や、企

業、団体等など29の機関が中心となり『秋葉原・天王洲・

羽田空港舟運プロジェクト準備会』を結成、平成28年に

は 2月に2次、5、6月に3次、10～12月には4次と連続

した舟運社会実験が実施された。内容も秋葉原～羽田空

港間だけでなく、東京都心の様々な船着場を活用すると

いう広がりを見せた。社会実験の運航を担った舟運事業

者は平成28年は5社。 

（１）で取り上げた東京都の舟運社会実験との相違点

としては、①社会実験主体（東京都は「舟運活性化パー

トナー」という舟運のみならず舟運活性化のすべてのコ

ーディネート業務を包括的に行う団体に船舶調達も含め

任せたのに対し、国土交通省は舟運事業者それぞれに運

航を任せ緩やかな協議会全体で各社会実験航路をサポー

ト）、②主とする目標（東京都は民間事業者による定期運

航航路の実現であるのに対して、国土交通省は「地域の

応援団」と名付けた船着場周辺の地域サポーターと舟運

との関連を創出する地域振興がメイン）、という点があげ

られる。 

各舟運事業者の使用船舶の特徴や色を最大限に活かせ

るという利点や、地域サポーターと一体となった地域活

性化は大切である一方、予約窓口が各舟運事業者であり、

コースや料金の差異、予約形態などもすべて違うなど、

社会実験全体の統一感、消費者に対する分かり易さの観

点からすると、まだ課題はあると言える。 

 

 

 

 

社会実験ロゴ 

 

（４）船着場利用促進に向けた社会実験 

（国土交通省関東地方整備局（荒川下流河川事務所）） 

 荒川下流河川事務所では平成25年から社会実験として、

荒川下流域の防災船着場を開放し、平常時利用の促進を

図ることで、防災船着場自体の存在、アクセスの認知度

を高め、緊急時利用の際にもなるべくスムーズに利活用

できることを目的としている。平成 27年にはそれまで舟

運事業者やＮＰＯ法人などの団体に限られていた利用制

限を、一部緩和し、一般利用者にも一部の防災船着場の

利用が認めらた。平成 28年は、5～11月まで社会実験が

行われ、今年から一部の防災船着場においては、利用者

に鍵を事前に貸与する形で、自己責任を基本とするルー

ル体系を施行、検証している。 

 この社会実験において特徴的なのは、最近の社会実験

においては唯一、舟運事業者ではない一般利用者の使用

が認められていること、また利用形態においても、事前

申請制ではあるものの、自己責任を基本に利用者が自分

で開錠・施錠をする方式であることは、他の船着場では

まだ、見られない。対象船着場のほとんどは陸上アクセ

スが不便なところにあるが、一般市民の水辺のレジャー

利用という形での利活用の可能性は十分にあり、現在に

おいては非常に貴重な水辺と言える。 
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国土文化研究所オープンセミナー開催報告 
 

 

頼るべき価値観が揺らぐ現代社会で、自分らしく、そして日本人らしく暮らしていくためには、

巷にあふれる情報から真に役立つ情報を見極めるための「眼力」（めぢから）が必要です。 

国土文化研究所では、このような「自分らしく、そして日本人らしく暮らしていくための眼力

を養う」ための機会を広く地域の皆さまにご提供するため、2008（平成 20）年から「国土文化

研究所オープンセミナー」を開催しています。 

2016（平成 28）年には、下記のオープンセミナーを開催いたしました。国土文化研究所のホ

ームページに掲載しましたセミナー概要をここに転載いたします。 

 

 第 13回国土文化研究所オープンセミナー 

  「“いのち”をつなぐみんなの防災」 

日時：2016年 11月 2日（水）18:30～20:30 

場所：中央区立日本橋公会堂 

第1部 講演「防災を自分事にする知恵の備え～東日本大震災 4万人の声を教訓に～」 

   講師：弁護士 銀座パートナーズ法律事務所 岡本正氏 

第2部 パネルディスカッション「備えていますか？ あなたの家の防災計画」 
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第 13回 国土文化研究所 オープンセミナー 

 

“いのち”をつなぐみんなの防災 

 

開 催 報 告 

             

1. セミナー概要 

日時：平成 28 年 11 月 2 日(水)18 時半～20 時半 

テーマ：“いのち”をつなぐみんなの防災 

第 1 部：講演 

『防災を自分事にする知恵の備え』 

講師：弁護士 銀座パートナーズ法律事務所 

岡本正氏 

第 2 部：パネルディスカッション 

『備えていますかあなたの家の防災対策』 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：岡本正氏 

中央区総務部防災課 俣野修一氏、

コクヨ(株) 酒井希望氏 

進行：㈱建設技術研究所 防災室 花原英徳 

場所：中央区立日本橋公会堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 第 1部 講演要旨 

 講師の岡本弁護士は、2011 年 3 月 11 日の東日

本大震災のあと、日本弁護士連合会災害対策本部

嘱託室長としても活躍され、4 万件にのぼる無料

法律相談をデータベース化されました。その分析

をもとに、災害からの生活再建の実態をまとめ、

法学と政策学を融合した「災害復興法学」を新た

に興し、現在、大学でも教鞭を執られています。第

1 部のご講演では、東日本大震災や今年 4 月の熊

本地震での豊富な実例を交えながら、組織の BCP

（Business continuity planning：事業継続計画）

の本質について触れたあとに、災害後の生活再建

の備えについてお話いただきました。以下にその

要旨をまとめました。 

 

(1) BCP（事業継続計画）の本質 

 東日本大震災の津波で避難や待機した人たちが

大勢亡くなった現場で、訴訟や裁判が起きた事

案が幾つかあった。この中から、いつ、誰が、

どういう判断をするかを実感していただくため

に、宮城県女川町の銀行の事例と宮城県山元町

の自動車学校の２つの事案を紹介する。 

 銀行は屋上に避難した行員たちが亡くなったが

企業の責任は問われなかった。一方で、自動車

学校は教習生を帰してしまったため、企業が損

害賠償の責任を負った。明暗を分けたのは、企

業の安全配慮義務が果たせていたか否かである。 

 そのメルクマール（指標）は、災害後の情報収

集にどれだけ努力したか、それをもとに現場の

人がどれだけ判断できたか、判断しようと努力

したのかということである。これらの詳細につ

いては、東京都の一時滞在施設開設アドバイザ

ーとしての立場でも、今後とも企業に伝えてい

くことが任務だと考えている。 

 組織の防災の本質は、自分が判断すべきと認識

していた判断者がいるかどうかである。これは

個人の力量というよりは、組織としての教育プ

ログラムがあったか、マニュアルが存在したか

講師の岡本弁護士 
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ということに帰結する。また、判断権者が不在

になることを想定しているか否かも重要である。

例えば危機管理担当者が不在で新入社員のみの

場合でも、目の前の人の安全はその新入社員が

守るしかない。 

 判断権者が不在にならないようにできているか、

責任権限が社長から社員に下がっていく組織が

できているか、事前のマニュアルで想像力がか

き立てられているかということが重要である。 

 

(2) 生活再建を支援する制度 

 東日本大震災直後、弁護士が法律相談を開始し

た。そこで聞かれた声は、「生活費をどうしたら

良いか」「貯金が使えない」「給与が入らない」、

という、今まで普通の生活をしていた何千人と

いう方々の戸惑いの声であった。これから先を

どうやって生きていくのかという絶望的なまで

の先行きの見通しのなさであり、これは助かっ

た瞬間から出てくる声である。命だけは助かっ

たが免許証、権利書、実印、保険証、保険証券、

通帳など何もない状況である。 

 BCP や会社の危機管理マニュアルといった備

え、あるいは避難や救命といった災害直後の応

急対応は大事である。防災や減災を学ぶときに、

このような災害直後と組織継続は様々な取組み

が行われているが、その間にある自分や家族の

生活の見通しが立つかどうかが抜けていること

に気が付いた。お金の話や契約のトラブル等は、

阪神淡路大震災や中越地震でも無数に存在した

はずなのによく知らない。どんな支援があるの

かも分からない。そのための知識の備えという

ものを勉強する機会もほとんどない。 

 弁護士の無料相談では、被災者の絶望的な声が

たまっていった。当時内閣府にいた私は提言し、

日本弁護士連合会にその声を集め、ほぼリアル

タイムで分析と結果公表を行った。 

 被災地のひとつ、陸前高田市で、最も相談が多

かったのは、震災の法令に関するものであった。

生活再建のお金がないという人たちにどういう

制度があるかということを弁護士は伝え続けた。

災害時は被災者にとって情報が多すぎて、かえ

って情報が届かないメカニズムになっているが、

弁護士はこういうニーズをいち早く察知してい

るから、熊本地震や広島の土砂災害、常総市の

水害でも、支援制度に関する情報提供のチラシ

を作成して配布した。 

 相談の中には今の法律では救えないものも多く

あるが、こうした被災者の声を拾い、それを政

府や国会にフィードバックすることでかなりの

法改正を提言することができた。その詳細な軌

跡は、「災害復興法学」（2014 年発刊 慶應義塾

大学出版会）において記述し、慶應義塾大学や

中央大学に講座を創設し、若い世代へ記憶とノ

ウハウを伝えている。 

 本日の配布資料｢震災後の生活再建 お金と家の

支援制度基礎知識（震災リゲイン Press 第 17 号

(2016.6.20 発行)、http://shinsairegain.jp）｣は、

被災者が生活再建の最初の一歩を踏み出すため

にどのような支援があるかがわかるように作

成・配布したものである。 

 震災後の絶望的な声に対応する答えのひとつが、

罹災証明書である。東日本大震災のときにも知

っている人は少なかったが、これがあれば条件

によれば支援が出ることがわかり、つながりを

取り戻すことができる。 

 家が全部壊れている場合は、被災者生活再建支

援金がある。全壊すれば普通の世帯だと手続き

に 1、2 ヶ月かかるが 100 万円もらえる場合が

ある。絶望のふちに居るような方々にとっては、

知っているだけで救われる情報である。 

 古くからある制度では災害弔慰金。亡くなった

方のご遺族に最大 500 万円、最低でも 250 万円

支給される。この他にももらえるお金、もらえ

る証明書がいくつかある。 

 住宅ローンや運転資金の問題なども、被災した

ら銀行や保険会社へまず行くこと。東日本大震
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災では当日に、熊本地震では翌日に、金融庁が

保険や消費者金融も含むすべての金融機関に対

して、被災者からの相談に応じるよう通知して

いる。知識を持っていかないと打ち返されてし

まうが、知っていれば相談に行くことができる。

もし本当に資力がない個人の方であれば、破産

しなくても免除できる制度（自然災害債務整理

ガイドライン）もできている。 

 電気、ガス、水道、等の公共料金についても多

くの窓口で減免申請できる。しかし、窓口にア

クセスしなければ自動的には減免されない仕組

みである。だから知識が必要である。 

 実印は作り直せば良いし、権利書がなくなって

も自分が権利を失うことはほぼない。お財布を

取りに帰って亡くなった方が多数いたという報

道もあるが、巨大災害では、身一つでも預金は

下ろせるようになっている。 

 

(3) おわりに 

 罹災証明書を知っていれば、助かるかもしれな

いという希望になる。そういう人たちが戻って

くれば、復興の道を歩めることになる。 

 「知識の備え」が防災・減災につながる。防災・

減災を「自分事」にするため、生活再建の知識

を学ぶ研修を続けて行くことが重要である。 

 

3. 第 2部 パネルディスカッション要旨 

 続くパネルディスカッションでは、岡本弁護士

に加えて、地元東京都中央区で防災を担当してい

る俣野修一氏、防災備蓄用品を扱っているコクヨ

株式会社の酒井希望氏にパネラーとして加わって

いただきました。コーディネーターは、弊社防災

室の花原英徳が務めました。 

 

(1) 個人、家庭でできること（自助） 

花原：被災をイメージすると、地震によって我を

失うことが想定されるのはなぜか。家庭で

の備えができていないからか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒井：平常時に有事をイメージするのは難しい事

である。例えば家具が自分に危害を及ぼす 

という想像は湧きにくい、このため対策が

難しい。 

花原：家族との連絡方法等や情報の取得方法につ

いての問題点は何か。 

俣野：停電や回線不通を想定し連絡方法は複数確

保しておく事が基本である。家族の安否が

確認出来れば、心配も和らぐし、移動する事

もなくなる。家庭で方法を確認することが

大事である。 

 

(2) マンション、地域でできること（共助） 

花原：地震が起きたら建物の被害がなさそうな場

合でも、避難所に避難しなければいけない

のか。また、行政から出される防災に関する

情報を正確に得るには、どうしたら良いか。 

俣野：中央区の世帯の約 88%が集合住宅に住んで

いる。耐震性の高い建物に住んでいる人に

は、在宅避難を勧めている。また、食糧･水･

簡易トイレの備蓄が重要である。災害情報

は区のホームページ、防災行政無線（屋外ス

ピーカー）、安心安全メール、緊急告知ラジ

オ、SNS 等で提供する。 

花原：被災後にマンション内で生活を続けられる

人、続けられない人の違いはどこにあるか。 

岡本：建物は大丈夫と楽観していたとしても、イ

パネルディスカッション 
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ンフラは止まってしまう。備蓄の話を各階

でするとか、孤立しそうな人の安否確認が

非常に大事である。 

花原：企業も、地域を構成するひとつである。例え

ば帰宅困難者対策について、企業の災害時

の地域貢献の取組みなどは進んでいるか。 

酒井：帰宅困難者の受入の程度について、周辺の

企業と足並みを揃えようという動きはここ

数年で活発になってきている。 

 

(3) 家や家族をどう守るか 

花原：大きな災害で被災すると、もとの生活を取

り戻すのは容易ではない。私たちが、家族の

生活を守っていくためにはどうすれば良い

か。 

俣野：中央区では帰宅困難者対策が大きな課題だ

と認識している。本区は条例により一時滞

在施設の確保に取組んでいるが、まだ不足

している。事業所の皆様には地震発生後 3日

程度は会社に留まる対策をお願いしたい。 

花原：従業員が勤め先の防災対策に関心を持つこ

とも大事だが、実態はどうか。 

酒井：企業は人で構成されているものであり、イ

ンフラを整えるだけでは企業としての防災

は進まない。BCP 担当者以外の意識はあま

り高くないのが実態である。一方、BCP 担

当者は業績向上に寄与するわけではないた

めに社内で評価されないという声も多い。

会社として防災に対する姿勢を強く発信し

ないと、企業防災は進みにくいと感じてい

る。 

岡本：企業の防災への取組みは、コストで考えた

くない。ブランディングだったり、顧客への

新しいサービスだったり、社会貢献として

企業防災担当者が企業の価値を生む存在に

したい。たとえば、首都直下地震などで対応

が迫られる帰宅困難者対策は、取り組まな

いことがリスクであることを強調したい。 

 

(4) まとめ（防災対策まずはここから） 

パネルディスカッションの最後に、パネラーの

皆様から「地域で顔の見える関係を築くことが大

切」、「今日自宅に戻ったら、家族と防災の話をし

て欲しい」、「防災では瓦礫の向こうにある人々の

生の生活を想像することが必要」、「災害では想定

出来ないことが多いので、特定の防災用品を備え

るだけではなく、少し緩さを持って考えていくと

良い」、「すべての人にあてはまるシナリオを行政

がつくることはできない。災害を自分事としてイ

メージすることが大切」などの言葉をいただきま

した。 

 

4. 質疑応答 

パネルディスカッションの後に、会場の皆様か

ら「災害時にNPOはどのような役割を担えるか」、

「外国人旅行者が増えているなかで、どのような

対策が考えられているか」などのご質問をいただ

きました。 

 

5. おわりに 

今回のセミナーには東京都中央区および特定非

営利活動法人シンク・イーのご後援を受け、日本

橋地域に在住の皆様をはじめ首都圏の自治体、企

業、学校関係者など 145 人の方にご参加いただき

ました。限られた時間のなかではありましたが、

さまざまな立場の皆様とともに、防災を自分事と

して考えるきっかけとなるセミナーとなりました。 
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国土文化研究所の出版 
 

 

国土文化研究所では、研究開発や地域・社会貢献活動の成果、顧問の先生方の著作などをとり

まとめ、出版を行っています。 

昨年は、2 冊の書籍を発行いたしました。このうち「鉄道駅の美しさ」は、国土文化研究所の

木戸エバ研究員が運輸総合研究機構（現在の運輸総合研究所）に勤務していた時代から行ってい

た鉄道駅および関連施設の景観に関する研究をとりまとめたもので、運輸総合研究所と共同で発

行したものです。 

 

 気候変動に伴う水・土砂災害への適応策とその実装研究の成

果を出版しました。 

➢ 書名：気候変動下の水・土砂災害適応策－社会実装に向けて－ 

➢ 監修：国土文化研究所 

➢ 編集：池田駿介、小松利光、馬場健司、望月常好 

➢ 発行：近代科学社 

➢ 体裁：A5判 304ページ 

➢ 初版：1,500部 

➢ 定価：4,000円(税別) 

 

 

 

 

 

 景観デザイン研究の成果を出版しました。 

➢ 書名：鉄道駅の美しさ～日本の駅、ヨーロッパの駅～ 

➢ 著者：木戸エバ 

➢ 発行：一般財団法人運輸総合研究所、国土文化研究所 

➢ 体裁：A4判 170ページ 

➢ 初版：160部 

➢ 定価：2,500円(税別) 
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