
サステナブル・ディベロップメント（持続可能性）は、

1987 年に「環境と開発に関する世界委員会」におい

て初めて提唱された。その概念の担い手となる主体は、

1990 年代及び 2000 年代に亘って国際機関規模から

NPO 法人や個人まで幅広い発展を遂げ、都市計画・

地域防災計画といった生活に直結する問題まで包括す

るようになった。21 世紀以降の都市のあり方を考察

するにおいて、サステナブル・ディベロップメントは

避けて考えることが出来ないものとなっている。都市・

建築の持続性を評価する概念・手法も多く存在し、近

年それらの手法による評価結果は EU 諸国や日本にお

いて「2050 低炭素社会シナリオ」などの政策決定に

寄与している。都市の持続性評価結果がこれらの政策

決定行動へ首尾よく反映されるためにも、課題を局所

的に捉えることが出来る評価手法が求められている。

その一方、本概念が地域行政や民間団体にまで浸透し

たことで、公的機関に限らない情報共有の必要性が生

じた。地理情報システム (GIS:Geographic Information 

System) はインターネット環境の普及を背景に、誰も

が地理・数値情報を共有できることを実現した。以上

より、行動計画へと反映しやすい都市持続性評価手法

及び、あらゆる団体・個人が利用可能かつ情報の取得・

把握が容易な運用システムの構築が必要である。

都市の持続性評価手法に関する既往研究は数多く

存在する。戸川らは、環境・社会・経済の観点から

評価を行う、トリプル・ボトムラインの概念を組み込

んだ持続性評価システム「SURQUAS (Smart Urban area 

Relocation model for sustainable QUAlity Stocks)」を実都

市に適用し、持続性評価を行っている。欧州や日本に

おいて実用化されている都市持続性評価手法につい

ては、「Urban Audit」「BREEAM」「CASBEE 都市」な

どが存在する。「Urban Audit」「BREEAM」は独自の

評価指標を用いている点で地域の独自性を加味した評

価が可能であるが、評価対象の都市及びそのスケー

ルが限られており、汎用性に欠ける点が指摘される。

「CASBEE 都市」は、定量的評価によりその局所的な

改善点の把握が可能であるが、評価指標の重要度が固

定されているために地域の独自性を十分に考慮してい

るとは言い難く、使用データの一部分の入手が容易で

はないために評価者は限られ、その評価指標群は複雑

なものになっている。また、Web と連携した GIS（以

下WEB-GIS）を活用したシステムの開発に関する既

往研究も存在する。地域のハザード情報をマップ上に

反映させることで「防災マップ」として利用する研究

や、データベースと連携し、まちづくり情報収集シス

テムを構築している研究も存在する。WEB-GIS は地

図を媒体とした情報提示・共有において有用であるが、

都市の持続性評価に活用している事例はみられない。

既往の研究・評価手法より都市の持続性評価システ

ムは、大きく「高い汎用性」「局所的な課題の把握が

可能であること」の二点が求められる。前者は「様々

な評価対象に対応可能であること」と「高いユーザビ

リティ」の2つの意味を包括している。ユーザビリティ

とは「様々な利用者」「使い勝手の良さ」を意味する。

一方で「局所的な課題の把握」により「何が問題なの

か」「どこが問題なのか」を明確にし、政策へと反映

される事が求められる。以上より、以下の特徴を持つ

都市持続性評価システムの構築を目的とする。

Ⅰ . 局所的な評価を把握できる定量的評価を行う。

Ⅱ.様々な都市スケールを評価対象とする高い汎用性。

Ⅲ.誰もが使い易いユーザビリティが確保されている。

都市の持続可能性の定義は諸説挙げられているが、

諸説に共通する概念の存在が既往研究にて明らかにさ

れている。共通する概念を以下に整理する。

Ⅰ . 環境・社会・経済（文化）の 3つの視点（トリプ

ルボトムライン）から都市の持続性は捉えられる。

Ⅱ . その概念は地方自治体や民間企業など、国家や国

際機関に限らない規模での視点が必要である。

Ⅲ . 都市の持続可能性は、都市構造そのものに依存せ

ず、住民の生活の質によっても評価される。



　一義的に定義を定められない要因として、持続的と

いう概念は理論的に体系化されておらず、環境・社会・

経済といった個別の学問の発展において、それぞれの

目的に応じた概念が濫用されている点が指摘されてい

る。また、持続性は時間軸に則って考察されるべき概

念であり、実現までのプロセスを内包している。その

プロセスに関し、清水はそれぞれの地方行政が「都市

の『持続的な発展』」を主体的に推し進めていく重要

性を説いている。都市の持続可能性とは、「最終的な

目標としての都市像」ではなく「都市の持続的発展に

寄与すべき政策行動に資する、実現までのプロセス」

を考察する必要がある。既往研究においてもそのプロ

セスの中で、地方政府や地方自治体など地方行政が持

続的発展の実現に向けて、目標をどのように政策決定

へと具現化していくかが課題とされている。

本研究において都市の持続性をどのように捉えるか

が重要となる。前節の考察から、近年盛んに議論され

ている都市持続性の概念を一義的に定めることは困難

である。本研究は都市持続性の定義に関する考察に重

きを置かず、様々に派生した定義にも柔軟に対応可能

な評価を可能としたシステムの構築を目的としてい

る。地方行政が持続的発展に向けて政策決定を行う重

要性が指摘されている以上、各々地方行政によって違

う持続性の捉え方を満たす評価システムが必要とな

る。そこで本研究では、既往研究にて明らかにされた

諸説の共通概念に基づいて都市持続性を捉える。評価

システム利用者（評価者）によって異なる都市持続性

の定義・解釈を満たすべく、本研究で構築する評価シ

ステムはアンケートを評価者に課すことで、それぞれ

の定義・概念を評価結果に反映できる仕組みにした。

本研究において構築するシステムは、都市持続性評

価手法とインターネットを利用したWeb 運用システ

ムからなる。都市持続性評価手法は都市の定量的評価

を行うことで、具体的な問題点や改善点を局所的に把

握することが可能である。また利用者の意思が反映さ

れる重みの設定が AHP 法により可能となり、評価対

象となる都市・地域のスケールを問わずに利用できる。

Web 運用システムはインターネットを利用した、上

記評価手法を誰もが実際に利用可能な運用システムで

ある。これにより、処理の高速化や利用者がウェブブ

ラウザにて評価結果の閲覧が可能であるといった高い

ユーザビリティを確保することが出来る。

本手法は評価指標を用いてデータを得点化する。（図

1）評価項目は既往ツールや既往研究、法令を参考に

選定した全 27 項目からなる。（表 1）評価使用デー

タに基づき、1から 5の得点が指標それぞれに与えら

れる。それらの得点に各項目間の重要度（重み値）を

掛け合わせ、全ての項目の得点を合算し総合評価点

を得る。重み値の導出方法に AHP法を用いることで、

都市によって異なる持続性の捉え方を反映した重み値

の設定が可能となり、汎用性の高い評価手法となる。

前述した評価手法を実際に運用するためのWeb シ

ステムについて説明する。図 2 はユーザーと管理側

間における運用システムの構成図である。インター

ネット及びデータベース（以下 DB）の利用により、

従来では時間を要するデータ処理の高速化が可能であ

る。また、ユーザーはデータ入力から評価結果の閲覧

までをWeb ブラウザ上で行う為、前述した手法を利

用した都市持続性評価を容易に行うことが出来る。

ユーザーは CSV データ及びシェープファイルを事

前に準備していることが前提となる。CSV データに

は、シェープファイルの評価スケールに準じた各ポリ

ゴン名と、全 27 評価指標のデータが含まれる。一方、

シェープファイルにも各ポリゴン名を記録したテーブ

ルが含まれていなくてはならない。次に、ログインや

ファイルアップロードなどをユーザーが行うウェブア

プリケーション（ウェブフォームはウェブアプリケー

ションの一部）について説明を行う。このウェブアプ

リケーションは、ASP.NET 及び VB.NET によって構築

されており、ウェブサー

バ (IIS) によって公開さ

れ て い る。ASP.NET や

VB.NET によって記述さ

れたコードに則り、ユー

ザーの操作に応じてユー

ザーのウェブブラウザに

エラーを返したり、管理

側の DB にデータを保存

させたりと様々な操作を

このウェブアプリケー

ションが実行させる。ま

た、ウェブフォームか

ら DB にデータの保存な

どの操作を実行させるに

は、ウェブアプリケー



ションと DB サーバ（MSSQL Server Express）の二者

間に接続を確立する必要がある。外部ネットワークか

らの接続となるために、ウェブアプリケーションに

DB サーバのインスタンス接続及びデータベース接続

を許可したユーザ権限を付与することで接続を確立し

た。これにより DB へアップロードされたデータの保

存及び処理を一括で行うことが可能となった。次に、

処理済みデータは ArcGIS Server へと移行され、イン

ターネット上に公開される。公開される評価結果ペー

ジは ArcGIS Server によって公開され、ArcGIS Server

から ESRI.com Map を通し、ユーザーのウェブブラウ

ザに表示される。

システムの利用者（ユーザー）としては、産官学問

わないすべての団体・個人を想定している。ただし、

利用者の下にインターネット環境が整備されている

事、希望する評価対象都市・地域のシェープデータ（地

理データ）及び評価指標を満たす数値データを含む

CSV データを保持している事が条件となる。（シェー

プファイルにもポリゴン名のテーブルが必要）また、

利用はユーザーがWebサイトにアクセスし、ユーザー

アカウントを作成することを絶対条件としている。

　評価の対象となる都市・地域については、その規模・

年代といった制約は存在しない。評価は町丁目ごと、

行政区ごとなどユーザーが望む形式にて可能である。

これにより、都市・地域単位ではなく、具体的にどの

地区・場所が問題であるかを把握でき、希望するスケー

ルにて評価結果の考察が可能である。

ユーザー側の挙動について、ユーザー側利用フロー

図（図 3）に沿って説明を加える。ユーザーはウェブ

ブラウザから所定のホームページにアクセスする。初

めての利用の場合、ユーザー ID とパスワード、及び

メールアドレスを入力しアカウント登録を行う。次回

からは登録したアカウントでログインすることでシス

テム利用が可能となる。次のファイルアップロード画

面ではユーザーが準備したシェープファイル及びCSV

ファイルをウェブフォームよりアップロードする。

アップロードが完了すると、AHP 法による各項目の

重み値を決定するためのアンケート画面へと進む。ア

ンケート画面では回答項目に不備がある場合、訂正箇

所がユーザーに知らされ改めて回答を行う。アンケー

トが完了すると結果確認画面へと進み、簡易的な評価

結果の閲覧と CSV ファイルによる結果のダウンロー

ドが可能である。ユーザーの作業は以上となる。

　のちに、評価結果閲覧用の URL が登録したメール

アドレスに送信され、ユーザーはその URL にてアッ

プロードした地図データと結合された評価結果を閲覧

できる。（図 4）この評価結果画面では、凡例の説明や、

ポリゴン毎の詳細な評価の確認が可能である。

　次に管理側の挙動について説明する。図 5 は管理

側における運用フロー図である。ユーザーがホーム

ページにアクセスした時点にて、運用が開始されると

する。ウェブページ上に評価結果が表示されCSVファ

イルにてダウンロードするまでの処理はコンピュータ

による自動処理であるため、説明は割愛する。ユー

ザーの作業が終了すると、次に ArcGIS を用いて運用
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者が評価データと地図データの統合をデータの確認

などを兼ねて手動で行う。運用者は DB から評価結果

データを CSV ファイルで出力する。その CSV データ

を ArcMap にてアップロードされたシェープファイル

と結合する。結合されたデータを ArcGIS Server にて

公開し、自動生成される URL をユーザーにメールに

て通知する。管理側における挙動は以上で終了となる。

福岡市（250mメッシュデータ）を対象に検証を行っ

た。使用したデータについて、表 2 に示す。従来の

評価手法（重み付けなし）と、本研究において構築し

たシステム（重み付けあり）を用いて評価を行い、そ

の結果の比較を行うことで重み付けが評価結果にどの

ような影響を及ぼすかを検証する。重み付けの為のア

ンケートの回答は、都市環境持続性評価分析WG 会

議メンバーのご協力によるものである。

適用結果を図 5 に示す。上より重み付けなし、重

み付けありの評価結果である。アンケート回答より福

岡市において、環境項目の重み値が「0.460」と社会

/ 経済項目に比べ環境項目が重視されていることがわ

かった。その結果、環境評価が低い都心及び評価が高

い郊外に影響を及ぼしており、福岡市における都市持

続性の考え方を評価結果に反映させることが出来た。

本研究では、都市の持続性を評価する手段としての

評価システムの構築とその運用を目的とした。特徴と

して、以下の4つが挙げられる。

Ⅰ.定量的評価により局所的な問題点の把握が出来る。

Ⅱ . あらゆるユーザーが希望する評価スケールに対応

できる点において汎用性が高いシステムであること。

Ⅲ . ユーザー毎に異なる、都市持続性に関する様々な

解釈をアンケートによって評価に反映できること。

Ⅳ . インターネットを利用することで、あらゆるユー

ザーが使用しやすい運用方法を確立したこと。

　本システムを活用することで、評価対象都市内の高

評価・低評価である地区を確認でき、その要因を把握

出来る。複数都市の評価においては、重み値を固定す

ることで都市間の比較が可能である。また、同都市に

おいて年代の異なるデータを用意することで、年代ご

との評価を比較することができ、政策が都市の持続性

にどのような影響を与えたかの検証も可能である。同

様に、データに将来予測としての目標値を設定するこ

とで、将来のシミュレートを行うことが出来る。

　地方行政が持続的発展を主導していく必要性とその

持続的発展を実現するためのプロセスの重要性を研究

の背景にて述べた。そこで、本システムが持続的発展

に実現向けた地方行政の政策立案の支援となるような

活用がなされることを期待する。

　一方では課題として、データ収集がより容易であり、

様々な評価スケールを考慮した指標項目を選定する必

要がある。また、DB 内に蓄積されるデータを使用し、

リアルタイムで評価基準値が更新されるシステムの開

発や、よりユーザーが使用しやすいウェブアプリケー

ションの開発など、さらなる発展が望まれる。


