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郊外の新設キャンパスにおける学生の生活と居住に関する研究

安原　朋恵

1．はじめに

1-1 研究の背景と目的

　学生の生活は研究等の学術研究活動だけでなく、サ

ークル、アルバイトなど学内に留まらない活動から成

り立っている。そのため学生が良好な生活を送る上で

キャンパス構内の研究・教育環境は重要な要素である

が、学外の活動を支える場であるキャンパス周辺の環

境も生活に大きく影響していると考えられる。

　九州大学は 2005 年より福岡市西部の伊都地区にキ

ャンパスの統合移転を進めており、多くの学生が伊都

キャンパス周辺部に居住している。しかしキャンパス

周辺は整備段階であるため学生は生活利便施設の不足

や公共交通の不便さに不満を抱いており、早急な整備

が求められている。今後キャンパス周辺の環境を整備

する上で、現状の学生居住地や移動手段など学生を取

り巻く環境が学生生活に及ぼす影響を整理し、キャン

パス周辺環境が抱える課題を洗い出す必要がある。

　そこで本研究では、郊外に新設されたキャンパス及

び周辺地域を対象として学生の生活の特徴を明らかに

し、居住環境や移動手段などの環境が生活に与える影

響を把握することで、キャンパス周辺環境の整備へ向

けた知見を得ることを目的とする。

1-2 研究の方法

　研究のフローを図 1 に示す。まず、学生の生活や居

住に関する意識などを把握するために伊都キャンパス

の学生を対象としたアンケート調査を行う。その結果

を基に伊都キャンパスの学生全体の生活の概要につい

て把握した上で、学年や性別等の属性ごとの学生の生

活の特徴を明らかにする。

　次に、アンケート結

果より数量化Ⅲ類及び、

クラスター分析を用い

生活を類型化する。抽

出したグループ毎に生

活の特徴を把握するこ

とで学生生活の実態を

把握し、居住環境や移

動手段が生活に与える

影響を明らかにする。

2．キャンパス周辺の学生の生活

2-1 アンケート調査の概要

　本調査は、伊都キャンパスに通学する全学生を 7,783

人対象として平成 22 年 12 月 8 日～平成 23 年 1 月 5

日の期間、web 上で実施した。得られたサンプル数は

779 件であり、本調査の対象者数に対し 10.0％の回収

率であった。回答者の学年構成は 1 年生が 31％と他の

学年と比べ高い割合を占めており、性別の構成は男性

が 78％、女性 21％であった。

2-2　伊都キャンパスの学生の生活の概要

　居住の形態はアパート・マンション・寮の学生が

74％であり、7 割以上の学生が一人暮らしをしてい

る（表 1）。アパート・マンション・寮の学生は 55％

が福岡市西区に居住しており、次いで糸島市の学生が

12.6％と多く、自宅以外の学生の約 7 割がキャンパス

周辺部に居住している（表 2）。更に、西区及び糸島市

の学生居住地の分布を把握するため、各町丁目に居住

している学生数を該当する町丁目の面積で除して求め

た密度分布を図 2 に示す。図中の濃淡が濃いほど密度

が高いことを示しており、居住地は JR 筑肥線の沿線

又は、キャンパスに隣接した地域

に広がっている。

2-3 学生の居住エリアの特徴

　キャンパス周辺の学生居住エリ

アの特徴を明らかにするため、学

生居住が集中している「姪浜駅エ

リア」「今宿・周船寺駅間エリア」

「波多江駅エリア」「キャンパス周

図 2 福岡市西区及び糸島市の学生居住地の密度分布図 1　研究のフロー 
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居住形態 構成比

自宅・親戚・知人宅 25.0%

ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ・寮 73.7%
その他 0.4%
無回答 0.9%

表 1 居住の形態

表 2 一人暮らし学生の居住地

居住住所 構成比

西区 54.7%

早良区 4.1%
糸島市 12.6%

東区 5.0%
その他 20.7%
無回答 3.0%

伊都キャンパス

JR 九大学研都市駅

姪浜駅
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（２）性別と生活

　通学手段は、女子学生の約 7 割が公共交通で通学し

ているが、男子学生はバイク・原付と自転車を利用す

る割合が高い（図 8）。

　居住エリアでは女子学生は今宿・周船寺駅間エリア

に居住している割合が高く、男子学生はキャンパス周

辺エリアが多い（図 9）。これは、女子学生は公共交通

での通学の割合が高いため買い物をしやすく利便性が

高い駅周辺に居住し、男子学生はバイク・原付や自転

車を使用する学生が多いため大学に近いエリアに居住

しているためと考えられる。

3. 学生の生活の類型化と特徴

3-1 数量化Ⅲ類による軸の抽出

　前章において学生の生活は属性毎に様々な傾向が見

られ、多様な要因が複雑に関係しながら個人の生活に

影響を与えているものと考えられる。そこで本節では、

数量化Ⅲ類分析により生活に強く影響を与えている因

辺エリア」「キャンパス近隣エリア」の 5 つのエリア

を設定した（図 3）。

　各エリアに居住する学生の通学手段の割合を見る

と、姪浜駅エリアでは公共交通で通学する学生の割合

が最も高い（図 4）。公共交通の割合は姪浜駅エリアか

らキャンパスに近付くにつれて減少しバイク・原付と

自転車での通学の割合が増加する。しかしキャンパス

近隣エリアでは徒歩の割合が高い。

　居住周辺環境満足度は、大学から遠いエリアほど評

価が良い（図 5）。居住周辺環境の満足な点と不満な

点では、満足度の高い姪浜駅エリアでは公共交通に関

する項目や生活利便施設の多さが高評価を受けている

が、大学からの遠さが不満点として挙げられている（表

3、4）。一方、低評価のキャンパス近隣、周辺エリア

では、公共交通や生活利便施設の項目は不満点として

多いが、大学の近さは高評価を受けている。

2-4 各属性ごとの生活の特徴

（１）学年と生活

　通学手段では、1 年生は公共交通を利用する学生の

割合が最も高く、学年が上がるごとに公共交通は減少

しバイク・原付の割合が増加する（図 6）。4 年生から

は自家用車での通学が許可されるため、4 年生以上は

自家用車の割合が高い。

　夕食は 1 年生は自宅で食べる割合が最も高いが学年

が上がるごとに減

少している（図 7）。

一方で、学内で食

べる割合が増加し

ており学年が上が

るにつれ大学の滞

在時間が長くなる

と考えられる。

図 6 学年毎の通学手段
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図 7 学年毎の夕食を摂る場所
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図 8 性別と通学手段
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図 3 学生居住エリア
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図 4 各エリアと通学手段

図 5 各エリアの居住周辺環境満足度
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図 9 性別と居住エリア
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表 4 各エリアの居住環境に関して不満な点（居住周辺環境に「非常に不満」「不満」と答えた学生に対する割合）
選択項目 姪浜駅エリア 今宿・周船寺駅エリア 波多江駅エリア キャンパス周辺エリア キャンパス近隣エリア

公共交通の便が悪い 0.0% 46.4% 50.0% 62.7% 86.4%
大学から遠い 100.0% 41.1% 50.0% 17.6% 6.8%
天神等都市部までのアクセスが悪い 0.0% 69.6% 33.3% 80.4% 68.2%
スーパーが遠い 100.0% 10.7% 16.7% 37.3% 86.4%
生活利便施設が少ない 0.0% 46.4% 33.3% 29.4% 70.5%

表 3 各エリアの居住環境に関して満足な点（居住周辺環境に「非常に満足」「満足」と答えた学生に対する割合）

選択項目 姪浜駅エリア 今宿・周船寺駅エリア 波多江駅エリア キャンパス周辺エリア キャンパス近隣エリア

公共交通の便が良い 67.7% 34.0% 77.8% 2.4% 0.0%
大学に近い 0.0% 41.0% 44.4% 70.7% 100.0%
天神等都市部までのアクセスが良い 48.4% 13.0% 11.1% 0.0% 0.0%
スーパーが近い 41.9% 82.0% 55.6% 46.3% 0.0%
生活利便施設が多い 58.1% 23.0% 22.2% 2.4% 0.0%
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子を明らかにする。アンケート調査結果より 27 変数、

119 カテゴリーを用い数量化Ⅲ類による分析を行った

結果、3つの軸を抽出した（表 5、6）。

　第Ⅰ軸に対し最も正の値が高いカテゴリー「アルバ

イト頻度：毎日」は学外での活動が頻繁であることを

示し、又、負の値が最も高い「下校時間：23 時以降」

は遅くまで大学にいることを示している。加えて、負

の値が高いほど学年が上がっていくことから第Ⅰ軸は

『大学での滞在時間』の軸と解釈した。第Ⅰ軸に対し

て負の値が高いほど、大学での滞在時間が長くなる。

　第Ⅱ軸に対して「居住地周辺環境：非常に不満」は

高い正の値を示し、Ⅱ軸と負の値が高いほど自宅周辺

環境及び、キャンパスでの生活の満足度の評価が高く

なる。又、最も負の値が高いカテゴリーに「通学手段：

徒歩」、正の値が 2番目に高いカテゴリーに「通学手段：

自家用車」が挙げられていることから第Ⅱ軸は『生活

の豊かさに対する評価』の軸と解釈した。第 2 軸に対

して負の値が高いほど、生活の豊かさに対する評価が

高い。

　第Ⅲ軸と最も正の値の高いカテゴリーは「アルバイ

ト頻度：毎日」であり、Ⅲ軸は正の値が高いほどアル

バイト頻度が高い。又、負の値が高いほど「休日にほ

とんど家にいる」など自宅で過ごす傾向が見られるこ

とから、活動の積極性を示している軸と考えられる。

但し、第Ⅲ軸とサークル活動の有無や頻度とは関係性

が見られないことから『学外での活動の積極性』の軸

と解釈した。第Ⅲ軸に対して正の値が高いほど、学外

の活動が活発と言える。

3-2 クラスター分析による学生の生活の類型化

　数量化Ⅲ類分析において抽出した 3 本の軸の 564 サ

ンプルのサンプルスコアを用いてクラスター分析を行

い 5つのグループを得た（表 7、図 10、11）。

3-3 各グループに含まれる学生の特徴

　5 つのグループに分類された学生の「学年」「通学手

段」「各種活動」等から、各グループの生活の特徴を

把握する。

【group1 研究重視型】：group1 の学生は大学院生と 4

年生で 9 割を占め、大部分が研究室に所属する学生の

集団である（図 12）。第Ⅰ軸に対して負の値を持つ学

生が多く大学での滞在時間が長いもののサークルに所

属せず、アルバイトをしない学生も多いことから、大

学で長時間研究を行うグループと考えられる（図 16）。

大学院生が多いため自家用車で通学する

学生の割合が他のグループよりも高いが、

通学手段にはばらつきが見られ公共交通

利用者も一定数含まれている（図 13）。ア

ンケート調査では公共交通で通学する場

合、下校時間に制約があるため研究活動に

支障が生じるという意見も多く挙げられ、

研究活動充実のためにも深夜の移動手段の

確保が課題と言える。

表 5 各軸と正の相関の高いカテゴリー（最も値の高いカテゴリーから降順）

カテゴリー スコア カテゴリー スコア カテゴリー スコア

アルバイト：毎日 5.82 通学方法：徒歩 8.57 アルバイト：毎日 6.10

性別：女性 2.69 居住エリア：キャンパス近隣エリア 6.00 アルバイト：5～6回 3.96

伊都以外のｷｬﾝﾊﾟｽへの通学：有 2.50 自宅周辺環境：非常に不満 5.86 休日外出先：アルバイト先 3.86

学年：1年 2.31 1ヶ月家賃：3万円未満 5.04 アルバイト：3～4回 3.57

居住エリア：姪浜駅エリア 1.99 キャンパスでの生活：非常に不満 2.44 居住エリア：下山門駅エリア 2.61

通学方法：公共交通 1.94 車など所有希望：車、バイク欲しい 2.17 居住エリア：筑前前原駅エリア 2.55

1ヶ月家賃：6万円以上 1.74 1ヶ月家賃：3～3.5万円 1.81 アルバイト有無：している 2.47

1ヶ月家賃：5.5～6万円 1.59 サークル：毎日 1.73 下校時間：12:00～14:59 2.18

アルバイト：週5～6回 1.54 アルバイト：毎日 1.72 通学方法：バイク・原付 2.04

サークル：週1～2回 1.51 学年：1年 1.59 学年：3年 2.03

休日外出先：アルバイト先 1.47 収入：6万円未満 1.33 休日外出：ほとんど外出している 1.69

Ⅰ軸 Ⅱ軸 Ⅲ軸

表 6 各軸と負の相関の高いカテゴリー（最も値の低いカテゴリーから昇順）

カテゴリー スコア カテゴリー スコア カテゴリー スコア

下校時間：23時以降 -3.92 学年：博士3年 -3.07 スーパー立寄頻度：ほぼ毎日 -2.62

学年：博士3年 -3.51 通学方法：自家用車 -2.56 学年：博士1年 -2.49

飲食店立寄頻度：週4～5回 -3.38 収入：16万円以上 -2.46 学年：博士3年 -2.32

学年：博士1年 -3.32 学年：博士2年 -2.42 車、バイク所有希望：該当なし -2.24

学年：修士2年 -2.87 居住エリア：今宿駅エリア -1.89 収入：6万円未満 -2.15

居住エリア：キャンパス近隣エリア -2.70 スーパー立寄頻度：ほぼ毎日 -1.50 キャンパスでの生活：非常に満足 -2.10

コンビニ立寄り頻度：ほぼ毎日 -2.52 学年：修士2年 -1.49 一ヶ月家賃：5.5～6万円未満 -2.10

通学方法：徒歩 -2.33 学年：修士1年 -1.43 通学方法：自家用車 -2.06

夕食：学内で食べている -2.19 アルバイト：週5～6回 -1.40 飲食店立寄頻度：週4～5回 -2.02

夕食：外食している -2.09 自宅周辺環境：非常に満足 -1.23 学年：博士2年 -1.97

学年：修士1年 -2.02 飲食店立寄頻度：ほぼ毎日 -1.07 休日外出：ほとんど家にいる -1.84

Ⅲ軸Ⅱ軸Ⅰ軸
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図 11 クラスター分析の結果（Ⅰ軸 -Ⅲ軸サンプルプロット）
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図 10 クラスター分析の結果（Ⅰ軸 -Ⅱ軸のサンプルプロット）

グループ名 group1 group2 group3 group4 group5
サンプル数 181 156 35 82 110

表 7 グループ毎のサンプル数
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て負の値を持つ学生が多く、夕食は学内で摂る割合が

高いなど大学の滞在時間が長い（表 9）。しかしサーク

ル活動を行う学生は少なく、アルバイトを行う割合も

低いことから、活動の種類が限られたグループと考え

られる（図 16）。第Ⅱ軸に対して高い正の値を持つ学

生が多く生活の豊かさの評価が低く、全員が利便性の

低いキャンパス近隣エリアに居住し徒歩で通学する学

生が多く占めている（図 13、14、表 9）。そのため諸

活動を行うための制限が大きいと考えられ、徒歩圏内

で生活できる環境を整備する必要がある。

【group4 学業・諸活動両立型】：group4 はサークル活

動及びアルバイトを行う学生が比較的多く、第Ⅰ軸に

対して負の側にプロットが多く大学に滞在する時間も

長いため、学業とその他の活動の両立を図るグループ

と考えられる（図 16）。通学手段には自転車、バイク・

原付を使用する学生が多く、居住エリアはキャンパス

近隣、周辺エリアの割合が高く占め大学に近い場所に

居住している（図 13、14）。

【group5 学外活動積極型】：group5 はサークルに所属

する学生は比較的多いが、第Ⅲ軸に対して最も正の相

関が高くアルバイトを行っている学生がほとんどを占

め、学外活動が積極的なグループと考えられる（図

16）。通学手段はバイク・原付を使用する割合が最も

高くキャンパス周辺エリアに半数以上が居住している

（図 13、14）。

4．まとめ

　本研究では伊都キャンパスの学生 7,783 人を対象に

アンケート調査を行い、学生全体の生活の傾向を把握

した。次に、数量化Ⅲ類分析を行い学生の生活の特徴

に強い影響を与える「大学の滞在時間」「生活の豊か

さに対する評価」「学外活動の積極性」という要因を

抽出し、クラスター分析により学生を5つの活動グルー

プに分類した上で各グループの生活の特徴や課題を明

らかにした。

　現在伊都キャンパスは移転過渡期ということもあ

り、公共交通機関の未発達や生活利便施設の不足が学

生の不満点として多く挙げられている。特に、生活利

便施設の少ない伊都キャンパス近隣に居住する group3

は徒歩で生活する学生も多く、他のグループと比較し

生活の豊かさに対する評価がとりわけ低い。今後キャ

ンパス近隣に居住する学生の生活の充実のために、徒

歩圏に生活利便施設を充実

させるなど、早急な生活環

境の整備が求められてい

る。

【group2 自宅重視型】：group2 はサークル活動の割合

は高いが（図 16）、第Ⅰ軸に対して多くの学生が正の

値を持ち大学の滞在時間が短く、夕食を自宅で摂る割

合が高いことから自宅で過ごすことが多いグループと

考えられる（図 15）。他と比較して女子学生の割合が

高く伊都キャンパス以外でも授業を受講する学生が多

いことから、公共交通を通学に利用する割合が高い（表

8、図 13）。そのため利便性の良い JR 沿線エリアに居

住地が絞られる傾向が見られるが、自宅周辺環境の評

価について大学からの遠さが不満点として挙げられて

いる（図 14、表 9）。大学と近い地域においても、公

共交通利用者が居住できる環境を整える必要がある。

【group3 活動限定型】：group3 の学生は第Ⅰ軸に対し

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

group1

group2

group3

group4

group5
アルバイトをしている

サークルに所属している

図 16 各グループの
アルバイトとサークル活動の有無

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

group1

group2

group3

group4

group5

1年 2年 3年 4年 大学院

図 12 各グループの学年構成

図 13 各グループの通学手段

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

group1

group2

group3

group4

group5

公共交通 自家用車 バイク・原付 自転車 徒歩 その他

図 14 各グループの居住エリア

図 15 各グループの夕食を摂る場所

表 8 各グループの性別と他のｷｬﾝﾊ゚ ｽへの通学

表 9 各グループの自宅周辺環境の不満点

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

group1

group2

group3

group4

group5

姪浜駅エリア 今宿・周船寺駅間エリア 波多江駅エリア

伊都キャンパス周辺エリア 伊都キャンパス近隣エリア

グループ
公共交通の
便が悪い

大学から
遠い

天神等都市部
までのアクセス

が悪い

スーパーが
遠い

生活利便施設が
少ない

アルバイト出来
る所が少ない

group1 54% 24% 66% 22% 34% 32%

group2 48% 41% 59% 30% 41% 59%
group3 90% 10% 63% 83% 83% 77%
group4 71% 31% 76% 53% 53% 63%
group5 64% 36% 71% 24% 40% 60%

男性 女性

group1 92.3% 7.7% 8.9%
group2 55.1% 44.9% 57.1%
group3 82.9% 17.1% 26.5%
group4 97.6% 2.4% 12.3%
group5 90.9% 9.1% 15.5%

性別 伊都以外に授業を受講
しているｷｬﾝﾊﾟｽ有

グループ

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

自宅で食べる 学内で食べる 外食する 学外のコンビニ等の弁当等を利用

特に決まっていない 無回答

group1

group2

group3

group4

group5


