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１．はじめに

1-1. 研究の背景
　地方分権の流れから全国各地で住民参加型のまちづく
りへの取り組みがなされている。しかしながら中には形
ばかりの「住民参加」も少なくない。真の住民参加を実
現させるためには住民による質の高いコミュニケーショ
ンを実現させることが必要である。
　そのようなコミュニケーションを実現させる手法とし
てワークショップ（以下ＷＳ）がある。ＷＳでは共同作
業を通してお互いの立場を理解し、問題に対する解決策
を自ら掴み取ることを目標としており、共同作業をベー
スとした様々なコミュニケーションの手法が提案され実
践されている。

1-2.　研究の目的
　近年のテクノロジーの発展によって様々なコミュニケ
ーション手段・メディア（媒体）が発達した。音声映像
などを複合したそのようなメディアをマルチメディアと
呼ぶ。マルチメディア技術は様々な分野において応用さ
れ効果をあげている。
　本論文ではそのような技術を用いてＷＳを支援するコ
ンピュータシステムを提案し、「ＷＳ内でのコミュニケー
ションを円滑にすること」、「ＷＳの内容を広く公開しＷ
Ｓの公開性を高めること」を目的として研究を行った。

1-3.　研究の対象
　本論文では数あるまちづくりＷＳの中でも公園ＷＳを
対象としている。その理由としては事例が多く、プログ
ラムがある程度完成されている点。また、公園という対
象がハードでありながら建築よりも市民にとって身近で
議論しやすいという点が上げられる。

1-4.　研究の方法
　図1 に研究のフローを示す。まず公園ＷＳの事例につ
いて分析を行い、一般的な公園ＷＳの進行過程について
まとめた。
　そして支援システム第１案として「ＷＳの情報公開」
に着目して提案を行い、公園ＷＳを運営する都市計画コ
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ンサルタントに対するヒアリングにより、検証を行った。
　次に検証を基に支援システム第２案として「ＷＳ現場
における支援」を中心に提案を行い。再度ヒアリングに
よる検証を行った。
　最後に支援システム第２案を実際の公園ＷＳで使用し、
アンケートによる検証を行った。

２ . 公園ワークショップについて

2-1. 公園ワークショップの一般的な進行過程
　文献やＨＰ、自治体へのヒアリングから情報を得ると
共に実際の公園ＷＳに参加しその内容を調べた結果、公
園ワークショップが一般的に４つの段階を踏んで進行し
ていることがわかった。（表1を参照）

①第１段階：敷地理解と意見交換
　敷地条件を全員で確認し、ラフゾーニングするために
「公園でしたいこと」「問題点」などについての意見を出
し合う。

②第２段階：プランニング①（ゾーニング）
　敷地条件や法的な規制などの前提条件を知り、前回の
意見交換を基にゾーニングを行う。

③第３段階：プランニング②（詳細決定）
　第２段階の成果を元に運営によって作成されたタタキ
案を元に具体的な計画案を作成する。

④第４段階：最終確認・使い方とルール決め
　第３段階の成果を元に運営によって作成された計画案
について最終確認を行う。さらに公園の使い方・ルール
などを決定し、それらを運営する組織を作ることを目標
として話し合いを行う。

2-2. 公園ＷＳのツール
　公園ＷＳで行われる「共同作業」と「ゲーム」的な要
素を含んだプログラム（公園ＷＳのツール）を調べ段階
ごとに整理した。（表１参照）

３ . 支援システムの提案

3-1. 支援システム第１案の提案

3-1-1. 目的
　インターネットを利用しＷＳに参加していない地域住

図1 研究のフロー

段階 目的 ＷＳのツール
第１段階 敷地理解と意見交換 敷地体験ゲーム・思い出シート・したいことシート・良い所、悪い所シート
第２段階 プランニングその１（ゾーニング）配置ゲーム
第３段階 プランニングその２（詳細決定） 評価シート・良い所、悪い所シート・模型製作
第４段階 最終確認・使い方とルール決め 原寸体験ゲーム・利用と管理シート・旗揚げ

表１ワークショップの進行過程とツール
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図 3. 支援システム第１案のフロー

民に対して情報公開をすると共に、ＷＳと同じ内容をサ
イト上で再現して非参加者の意見を収集し実際のＷＳに
反映することを目的としている。

3-1-2. 概念
　ＷＳの４つの段階についてそれぞれツールを提案した。
（図３参照）ツールを使うことによって、前回のＷＳの成
果を伝えると共にその内容を再現し、非参加者もプラン
やその他の成果物を作成できる。また、その内容は次回
のＷＳで前回の内容と共に参加者に紹介され、彼らの意
見と共に集約される。

①現地紹介・意見収集ツール（図1 を参照）
　非参加者に対し公園計画地を写真によって紹介し意見
交換を行うためのツール。
　地図上のマークを選択することによってそのポイント
からの写真やパノラマ画像を見ることが出来る。また、
掲示板を利用した意見交換が出来る。

②ゾーニング検討ツール（図2 を参照）
　非参加者がゾーニング案を作成するためのツール。白
地図の上に樹木などのマークを配置することでプランを
作成する。作成したプランに意見を沿えてサイト上に公
開し、意見交換を行うことが出来る。

③ＶＲデザインツール（図4 を参照）
　詳細な公園のプランを作成・検討するためのツール。
ＶＲ（バーチャル・リアリティ）を利用し地図上に施設
を配置するだけで３次元上に公園を構築することができ、
視点を操作して、そのプランをアイレベルから検討でき
る。また、作成したプランにコメントを付けてサイト上
に公開し、意見交換を行うことも出来る。

④ＶＲプレゼンテーションツール
　非参加者が最終案を確認し、意見を投稿するためのツ
ール。ＶＲを利用し３次元の公園計画を体験し、掲示板
で意見交換をすることができる。

3-1-3. ヒアリング結果
　ツールのうち「現地紹介・意見収集ツール」「ゾーニン
グ検討ツール」を作成し公園ＷＳの運営に携わっている
都市計画コンサルタントへヒアリングを行った。

①非参加者への意見収集について
　ＷＳの経緯をよく理解していない人から意見を取り入
れると、議論が混乱する。ＷＳは市民の意見を反映する
と同時に市民の学習の場でもある。つまりお互いの立場
を理解して、初めて発言権が与えられるのである。
　すなわちＷＳを支援する上で、インターネットは意見
収集よりも情報公開に向いているといえる。

②ＷＳにコンピュータを利用することについて
　意見収集に関しては必要性はあまり感じられないが、
インターネットを用いた広報活動についてはＷＳの公開
性を高める上でも取り組むべき課題である。また、マル
チメディアを用いた表現力特にＶＲによるプレゼンテー
ションなどは現場での利用に可能性がある。

3-2. 支援システム第２案の提案

3-2-1. 目的
　実際のＷＳでのコミュニケーションを円滑にするため
にマルチメディア技術を利用し、その内容を直接インタ
ーネットを利用してＷＳ非参加者に伝えることでＷＳの
公開性を高める。

①マップ 　⑤掲示板
②写真撮影ポイント 　⑥写真
③パノラマ撮影ポイント 　⑦順送りボタン
④ナヴィゲーション

図1. 現地紹介・意見収集ツール

①プランリスト（読み込みモード時） 　⑤マップ
②ツールボックス（書き込みモード時）⑥マークを配置
③コメント 　⑦ごみ箱
④ナヴィゲーション 　⑧送信ボタン

図2. ゾーニング検討ツール



8-3

3-2-2. 概念
　ＷＳの４つの段階それぞれに現場のコミュニケーショ
ンを円滑にするためのマルチメディア技術を用いたツー
ルを提案する。ＷＳの内容は毎回インターネットを用い
て公開され、そのツールを使った部分についてはサイト
上でも同じツールを使って再現する。（図５参照）

①第１段階での利用
　この段階では敷地調査を行うので現場での利用は無い
が、ネット上でその内容を公開するために現地紹介ツー
ル（図2を参照）を応用する。

②第２段階での利用
　ゾーニングに関しては、ペンや紙といったアナログな
ツールの利点が大きい。この段階の支援については検討
の余地がある。

③第３段階での利用
　ＷＳ現場において「ＶＲデザインツール」（図4を参照
）を用いて詳細な検討を行う。もしくは市民にツールを
用いてプランを作成してもらい、その内容をネット上で
「ＶＲプレゼンテーションツール」を用いて公開する。

④第４段階での利用
　ＷＳ現場において最終案を「ＶＲプレゼンテーション
ツール」を用いて検証する。同等の内容をネット上に公
開する。

図5. 支援システム第２案のフロー

3-2-3. ヒアリング結果
　「ＶＲデザインツール」を作成し同コンサルタントへヒ
アリングを行った。

①ツールの改善点について
　「鳥瞰の追加」「添景の追加」「視点の改善」などについ
ての指摘を頂き、ツールの改善を行った。

②ツールの用途について
　詳細が表現されるため概念的な議論を行う段階（第１・
２段階）には相応しくない。
　しかし、現場の要望に対して即座にイメージを提供す
る能力には将来性があり、「敷地の確認」など第３段階以
外の利用法も考えられる。

③市民によるツールの利用について
　市民がツールを利用してプランを作成することについ
ては、「ツールの習得が必要」「みんなで利用できない」
などの点に加え、現段階では市民のリアクションが予測
不可能であるため、まず運営側が利用してツールの特徴
をつかむ必要がある。

４ . ケーススタディ
　提案したシステムのうち「ＶＲデザインツール」を実
際のワークショップで使用し検証を行った。提案では「
ＶＲデザインツール」は第３段階での利用が想定されて
いたが、第２段階についても利用の方法を検討した。

4-1. 三宅西公園ワークショップについて
　三宅西公園は福岡市南区に新しく作られる街区公園で
ある。（図6・7 参照）現在、南区が主体となって住民参
加型の公園計画が行われている。
　ＷＳは全４回でそれぞれが各「ＷＳの段階」に対応し
ており、運営を担当するコンサルタントに協力していた
だき第２回と第３回に参加した。（表２参照）
　なお、システムはファシリテーターの指示の元、筆者
が操作を行った。また、画面はプロジェクタを用いて前
面に投影した。①マップ ⑤ＶＲウィンドウ

②マークを配置 ⑥高さを調節
③視点 ⑦ステージ
④オブジェクトスロット ⑧タイプスロット

図4. ＶＲデザインツール

図6.敷地 図7.WS風景

段階 タイトル・内容 WSのツール
「みやけを知ろう！～まちや歴史～」
計画地に赴き、意見を出し合いプランニングのヒントにする。
「こんな公園にしたいな」
公園でどんなことがしたいか話し合い、公園の利用イメージを作る。
「公園のプランを創ろう」
利用イメージを基にプランを練り上げ、意見を一つにまとめる。
「完成後の使い方について考えよう」
完成したプランを計画図で確認し、今後の取り組みを考える。

第１回ＷＳ 第１段階 敷地体験ゲーム

第２回ＷＳ 第２段階 配置ゲーム

評価シート

原寸体験ゲーム

第３回ＷＳ 第３段階

第４回ＷＳ 第４段階

表2. 三宅西公園ＷＳのプログラムとツール
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4-2. 第 2 段階での利用

4-2-1. ワークショップの内容
　第1 回の敷地探索の内容を振り返り、その内容を元に
ゾーニング案を考えることがこの回の目的である。公園
のコンセプトをまとめ、施設を表したカードを白地図に
配置してゾーニング案を作成した。

4-2-2. 検証①「敷地の思い出し」
　前回のワークショップを振り返ることを目的として、
計画敷地をＶＲで確認した。
　鳥瞰で敷地と周辺環境の位置関係などを確認し、アイ
レベルから隣地との間隔や塀の高さをなどについて説明
を行った。

4-2-3. 検証②「現況のシミュレーション」
　現在敷地を囲っているフェンスを取り払って、開放感
が増すことと道路への飛び出しの危険性が増すことなど
を確認した。（図8・9 参照）

4-2-4. 検証③「敷地の大きさ検討」
　ゾーニングを行う際に、広場の使い方について意見が
わかれていた。広場がどのくらいの大きさがあり、どん
な種類の運動が可能であるか理解するために、ゲートボ
ール上を配置して大きさの確認を行った。

図12.分かりやすさ 図13. 市民が利用することについて

表3. 従来の方法との比較

*敷地のモデルが既に完成している場合

図 10. 常緑樹を用いた場合 図11. サクラに変更した場合

4-3. 第 3 段階での利用

4-3-1. ワークショップの内容
　運営が作成したタタキ台プランを評価して、詳細なプ
ランを作成する。まず運営側からタタキ台プランの内容
と経緯について説明があり、プランの中の未決定の項目
について意見交換を行った。

4-3-2. 検証④「タタキ台プランの説明」
　前回使用した敷地の中にタタキ台プランのモデルを作
成し、そのプランをＶＲで確認した。

4-3-3. 検証⑤「タタキ台プランの変更」
　ふたつの計画案をＶＲでシミュレーションしその内容
を参考に議論を行った。例えば樹木をサクラに変更する
などのシミュレーションを行った。（図10・11 参照）

4-3-4. 検証⑥「変更点の提示」
　市民からの意見に対応してプランの変更を行った。市
民の要望でバネ遊具の位置をその場で変更し、アイレベ
ルから確認を行った。

4-4. 評価
　アンケートではツールを利用することで内容がわかり
やすかったとの意見が多く、今後プラン作成にツールを
利用してみたいとの意見も多かった。（図10・11 参照）
　ＷＳの準備の面では、周辺敷地を作成するために時間
がかかったがそれ以外では既存の手法よりも簡単に準備
することが出来た。（表３参照）
　また従来の方法では広場の大きさを何度説明しても、
不可能な利用法を提案する人が出たが、今回は広場の大
きさを全員が理解したため、スムーズに議論を進めるこ
とが出来た。つまりイメージを提示することで、合意の
形成が促進されＷＳの進行速度を速めたといえる。

5. 総括

5-1. 成果
　二度に亙る提案の中でインターネットとＷＳ現場の連
携による支援システムの構想を提案出来た。
　ワークショップ現場では、マルチメディア技術を用い
て市民の空間的な思考能力を補助することで早い段階で
合意形成が実現できることがわかった。
　またＷＳによって決定された項目について即座にイメ
ージを提示できたことにより市民の間だけではなく、市
民と行政の間の意思疎通を明快にしＷＳの透明性を高め
たことも評価できる。　

5-2. 今後の課題
　ＷＳ現場における市民の理解力と表現力を向上させる
ために、市民がツールを利用してプランの検討・発案出
来るような環境を整えること、他の段階での支援方法を
考案すること、ＷＳの内容を公開するサイトを作成しシ
ステム全体を実用化することなどが今後の課題となる。

図8. フェンスがある場合 図9. フェンスが無い場合

段階 内容 従来の方法 表現力 準備 マルチメディアを用いた場合表現力 準備

敷地の思い出し 平面図・写真 ○ ◎ 敷地モデルの検討 ◎ △
現況のシミュレーション スケッチ・コラージュ ○ △ 敷地モデルへの変更 ◎ ○
敷地の大きさ確認 平面図・コラージュ ○ ◎ 敷地ﾓﾃ ﾙ゙へのｵﾌ ｼ゙ ｪ゙ｸﾄ挿入 ◎ ◎
タタキ台プランの説明 平面図・パース ○ ○ タタキ台モデルの検討 ◎ ○*
ﾀﾀｷ台ﾌ ﾗ゚ﾝのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ スケッチ・パース △ △ タタキ台モデルへの変更 ◎ ◎
変更点の提示 準備不可能 タタキ台モデルへの変更 ○ ○
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