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はじめに
札幌市立大学は平成 25 年度に【地（知）の拠点整備事業（以下、COC 事業）
】に採択さ
れました。 COC 事業活動の一端を担う部門として研究企画推進班があり、デザイン学部
及び看護学部の教員 12 名により構成されています。
COC 事業の主な対象地域である札幌市南区における高齢者の健康に関するニーズ調査
（2014 年に結果公表）を実施し、さらにこのニーズ調査内容を分析しての学会発表（2015
年）等を行うなど、主に COC 共同研究の企画・推進を担当しています。
2015 年度には予算再編成により共同研究費の総額は少なくなりましたが、3 件の共同研
究を採択しました。文部科学省のガイドラインおよび札幌市立大学の学内競争的資金審査
要領に則り、審査を行いました。
採択されました 3 件の研究成果を 2015 年度 COC 共同研究報告集として整えましたので、
ご高覧下されば幸いです。 尚、本年度より報告書は本学 HP にデジタル版として掲載を
致します。

札幌市立大学 地（知）の拠点整備事業
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Ⅰ．緒言

体的な反応を測定する手法には筋肉の緊張度

5)

や

音声の変化等を捉える手法があるが，地域住民を
交えた大学授業という応用研究的な場に，生体情

地域志向型教育の推進が図られる中，札幌市立

報計測を導入した研究はみあたらない．

大学をはじめ積極的に取り組んでいる大学が増加
してはいる 1）．しかし，地域課題の取り組みを新た

政府が 2025 年度課題に向けて構築を急いでいる

に地域志向型科目として大学教育カリキュラムに

地域包括ケアシステムを視野にいれると，地域を

反映させていくには，一定の論拠が必要であると

理解した訪問看護師育成が急務であり，地域の現

考える．

新たな科目導入には大学側に時間と労

実に対応した演習科目が重要である．模擬療養者

力が求められるため，導入に先立って拠り所とな

として地域住民の参加を得ることにより，学生は

る論拠が求められるのは必至である．

地域と地域住民の存在を身近に感じとる学修環境

米国では，地域との関わりを小学生レベルから

を得ることが可能になる．看護を提供する際に学

学校教育に反映させるという教育方針が打ち出さ

内の教育では得難い「臨場感」を得られると考え

2）

れて久しく ，米国大学協会も地域課題や在り様を

られ，この効果を検証することは学術的意義のあ

大学教育に取り入れ，地域での学習機会を強調す

るものと考える．また，ICT は今後の地域での看護

る教育方針（Place-based Civic Learning Civic

展開に必須のツールであるので，ICT を学習ツール

Engagement）を打ち出している．その教育効果は

に用いることは必然であるといえる．デザイン学

【キャンパス教育を更に強化し，学生を成功に導

部の学生は医療現場で用いられる ICT システムを

いている．また，地域全体の健全な維持に貢献し

管理・維持・トラブルシューティングを演習の中

3)

ている】と述べられている ．このように米国の各

で体験することで，学習の幅を広げ，卒業後の就

大学には，地域を包括的に取り入れた科目導入や

職先の広がりにもつながると推測する．これらの

複数の大学が連携して教育活動をする体制（CLIDE

理由により，将来の異分野連携・地域住民参加型

Action Collaborative）の整備がされている．し

新科目のカリキュラムへの導入を意識して，仮想

かし，これらの教育を構成している科目レベルで

の【ＩＣＴを用いた模擬訪問看護演習】を考えた．

の連携効果を示す研究は少ない．

地域住民の参加を得てデザインと看護の学生が共

国内では，地域と大学の共創で地域課題解決を

に仮想科目を学習し，それを言語的・非言語的な

図り，大学教育へ反映させるという試みを金沢工

側面で研究した内容はみあたらない．加えて，カ

業大学が開始した（2006 年）時期から他大学も同

リキュラムへ組み込む際に，該当科目の有効性に

様な方針を打ち立てて後に続いた

1)4)

．結果，多く

事前に論拠を求めた研究は見当たらないことから

の製品やプログラムが産み出されており，米国と

基礎的検証を実施し，論拠を求めることとした．

同様にその総合的な効果に関して異論を唱える者

研究者らは 6 年前より，医療偏在が著しい遠隔

はいないが，新たに地域志向型科目を新カリキュ

地における看護サービス提供，及び都市部集合住

ラムに導入した時の効果を論拠により示す研究は

宅自立居住者の健康管理に ICT が果たす役割の重

見当たらない．次に，学習者の無意識の行動や生

要性に注目して研究を重ねてきており 6)7)訪問看護

1

における ICT 活用の有効性を論拠で示してきてい

障がいのない方 2 名とした．尚，模擬療養者（地

る．1）2015 年 4 月から道内自治体主導での運用が

域住民）には，地域住民の都合に合わせて事前に

予定されている．2)国策として導入を開始してい

研究の意図・方法を含む説明と質疑応答の機会を

る地域包括ケアシステム構築

8）

に向けて質の高い

複数回設けた．

訪問看護師育成は急務である（訪問看護師は単独

２）学生

で看護アセスメント，療養者・家族教育，医療処

デザイン学部 4 年生 2 名，看護学部 4 年生各 3

置の提供，経済効果の高い社会資源の活用，他専

名とした．4 年生を選定する理由は，看護学部では

門職者との連携等を行い，看護技術のみならず論

在宅看護実習を終えて在宅療養のイメージを持っ

拠に基づいた判断力と看護管理力が求められる専

ていること，1～2 年生では在宅療養のイメージが

門職種である）
．国の構想が示しているように ICT

なく円滑に演習を行うことが困難であるためであ

を活用した看護サービス提供は今後必須となる．3）

る．デザイン学部では，デザイン学の基礎の修得

研究者らは合わせて 20 年以上の訪問看護(在宅看

が完了しており，就職活動を意識し自らの専門性

護)の実践と教育・研究に関わっており，在宅看護

を自問自答する時期であり，ICT を用いた医療の場

9)

学教科書も出版しており ，訪問看護教育について

の体験のタイミングとして適切と考えられるため

の経験は十分にあると考えている．4）共同研究者

である．

は生体計測情報を用いた実験システム構築の経験

２．シミュレーション授業のテーマ設定

を有しており，検証時の機器設置要領および被験

１）シナリオ概要

者の環境整備についての知見を得ている

10) 11)

．5）

研究者 2 名は 2009 年から北海道のような広域寒

加えて，訪問看護は療養者宅に赴き看護提供をす

冷地が抱える在宅療養者の訪問看護の問題解決を

るが，近年の学生は核家族として育っている学生

はかるべく遠隔看護システム（E-KANGO・E-KURASHI）

が多く一般高齢者との関わりは限られている．研

の開発研究に携わってきた．同システムは道内自

究者らの実習指導の経験からも，初めて会った人

治体で試験運用を開始したところである．加えて，

とのコミュニケーションが難しく，対人関係の諸

国の 2025 年度課題に向けて構築を急いでいる地域

課題に直面する学生が多ことから，地域住民の参

包括ケアシステムを視野にいれると，地域を理解

加で現実に近い場面を整えることが出来ると考え

した訪問看護師の育成が急務であり（看護学部的

た．6) デザイン学部の学生は医療福祉分野に深く

視点）
，また，この解決手段の一つとなりえると考

関わる機会は限定的であり，現状では看護学生の

えた．ICT 技術で在宅と医療施設を結ぶことによる

ICT システムへの関わりは限られていることから，

訪問看護環境の支援システムの整備が急務と言え

デザイン・看護の合同科目はお互いの異分野理解

る．また，地域課題であることから，その対象者

促進と同時にそれぞれの専門領域の発展にもつな

（ユーザ）となり得る地域住民の本検証への参加

がると考えた．

を求めることは自然な検証シナリオ設定と考えた．

そこで，看護学生がシナリオに沿って ICT を用

以上の観点から「地域住民を模擬患者役，デザ

いた訪問看護を地域住民(模擬療養者)に提供する

イン学部の学生を ICT のサービスエンジニア役，

過程とデザイン学生が訪問看護を提供する際の

看護学部の学生を ICT 活用による訪問看護を実施

ICT の管理・維持・トラブルシューティング等をシ

する訪問看護師役」とした「ICT を用いた模擬訪問

ナリオに沿って行う過程での生体計測情報とイン

看護演習」をシミュレーション授業のテーマと設

タビューによる言語的表現により，地域住民を交

定した．なお具体的には，図【fig_k_01.png】の

えた合同演習科目の効果を検討する知見が得られ

ような，２つのシナリオを実施した．

ると考え，看護とデザインの教員による共同研究

２）シナリオ１「療養者宅において遠隔看護シス

を行い，一定の結果を得たので，ここに報告する．

テム利用開始説明」
シナリオ１では，積雪寒冷遠隔僻地に存在する

Ⅱ．研究方法

設定とした在宅療養者宅（特に冬期間，訪問看護
師が訪問することが困難になるお宅）に，療養者

１．対象

宅と訪問看護ステーションを繋ぐ ICT 機器を設置

１）模擬療養者

した直後，という状況設定とした．この場には，

札幌市南区の住民で 50 歳以上，認知症等の認知

訪問看護を担当する訪問看護師と，ICT 機器を開発

2

したデザイナが，在宅療養者宅にて在宅療養者に，

４）ワークショップ形式ディスカッションのテー

ICT 機器やサービス内容（毎日のバイタルサインを

マ

含む生活情報を入力するコンテンツ）を説明する



異分野連携教育に対する印象

というシナリオとした．



ICT をもちいた医療サービスに対する印象



模擬療養者（地域住民）の教育の場への参加

具体的には，在宅療養者役の地域住民に対して，
看護師役の看護学部学生が見守る中（看護的な助

に対する印象

言・サポートを担当）
，デザイナ役の学生が ICT 機

４．本実験にもちいた実験システム

器（コンテンツ）の説明を行う，というタスクと

本シミュレーション授業のデザイナ役の学生，

した．

看護師役の学生の姿勢を計測する実験システムを

３）シナリオ２「訪問看護ステーションと療養者

構築した．本実験システムは，３次元位置計測シ

宅間の遠隔看護システム利用による通信」

ステム（POLHEMUS 社製 PATRIOT）とグラスタイプ

シナリオ２では，前述のシナリオ１により，療

の視線計測装置（竹井機器工業株式会社製 トーク

養者宅に ICT 機器が設置された後の設定とし，訪

アイ・ライト（両眼タイプ））から構成した．図

問看護ステーションにいる看護師と，在宅療養者

【fig_k_03.png】の❶は直径 700mm の球空間に磁

宅にいる在宅療養者が ICT 機器をもちいたビデオ

界を発生させる磁界発生源であり，❷❸はセンサ

チャットを通して，コミュニケーションするシナ

となる磁力計測部である．この❶を中心とした直

リオとした．

径 700mm の空間内であれば，❷❸の磁力計測部の

具体的には，在宅療養者役の地域住民に対して，

XYZ 軸上での位置を取得できる仕組みである．また，

デザイナ役の学生が見守る中（ICT 機器のサポート

被験者が捉える視線を計測することを目的に，❹

を担当）
，看護師役の看護学部学生が体調確認（看

に示す視線計測装置を被験者に装着させ実験を行

護的な助言）を行う，というタスクとした．

った．

なお，図【fig_k_02.png】のように，本実験に

なおシナリオ１では，❷はデザイナ役であるデ

協力して頂いた被験者の組み合わせを行い，４つ

ザイン学部学生の姿勢を取得することとし，❸は

のセッション（シナリオ１＋シナリオ２を４回）

看護師役の看護学部学生の頭部の位置を取得する

として実施した．

こととし，シナリオ２では，デザイナ役と看護師

３．データ収集方法

役を逆にして，データの取得を試みた．

１）方法

５．倫理的配慮

アイトラッカー等を用いた生体計測情報の収集

本研究の実施にあたり，札幌市立大学研究倫理

を行いながらの模擬訪問看護演習終了後に，30 分

委員会の審査を受けて承認を得た．

以内の個別インタビューを行う．また，個別のイ
ンタビューの待ち時間を利用したフォーカスグル

Ⅲ．結果

ープセッション形式でガイドラインに沿った意見
交換による学生間での教育に対する印象の言語化

１．言語的評価

を行ってもらう．

看護学生の模擬療養者（以下 SP）とのコミュニ

２）生体計測情報の取得内容

ケーション技術やデザイン学生の ICT 操作等，お



アイトラッカーによる学生の視線の計測

互いの得意分野の再認識と相互理解に加えた新た



３次元位置計測システムによる被験者の体勢

な視点で「人をみる」という異分野連携学習効果

の計測

に関する記録数が最も多かった(n=22,31.4%)．次

ビデオカメラによる学生と模擬患者の状況の

いで地域住民の大学教育参加についての記録数が

記録

多く，学生は効果的な ICT の説明手法を SP 視点か



３）個別インタビューガイドの内容

ら学び，SP は大学教育に参加する喜びと意義を感



演習中困難を感じた場面

じていた(n=21,30.0%)．また，学生たちは SP を交



演習中に緊張した場面

えた演習で，SP の意見や質問を受けることで自身



演習に参加して新たな発見があったか，その

の知識・技術不足を認識(n=14,20.0%)していた（表

内容について

1）
．



ICT を使用した演習への不安があったか

3

表 1 地域住民を交えた異分野連携演習効果（n=70）

時間」「前後方向」「左右方向」「上下方向」「アジ

カテゴリ名

記録言語単位

マス」「エレベーション」「ロール」と，看護師役

数

学生の「前後方向」「左右方向」「上下方向」をグ

n ( %）

ラフ化し，
「デザイナ役学生のアイトラッカーによ

22（31.4）

る視野映像」と「実験状況を俯瞰できる映像」を

看護とデザインの異分野連携演

同期したものであり，本ツール可視化を通して分

習の新たな効果発見
地域住民が大学教育に関わる効

析を行った．

21（30.0）

果および意義の発見
学生自身の知識・技術不足の認識

14（20.0）

広域積雪地域における ICT を用

13（18.6）

いた看護ツールの意義の認識

模擬療養者役を担った地域住民は「大学教育に
関わることの意義」や「高齢者でも地域住民とし
て貢献できる場にいる喜び」を表現しており，本
検証への参加を意義のあるポジティブな経験とし
て受け止めていた．このことから，地域住民ボラ
ンティアを交えた教育の機会を今後設けた際の地
図 2 【fig_k_06.png】
：取得データの評価

域住民による積極的な参加協力の可能性が示唆さ
れた．

本稿では，図【fig_k_07.png】のデザイナの頭

２．非言語的評価

部の「上下方向」の移動グラフを対象に考察を行

１）取得したデータの概要とデータの評価
図【fig_k_02.png】のように，本実験は４つの

う ． 本 図 【 fig_k_07.png 】 の 波 形 は ， 図

セッションにて構成した．これらの４セッション

【fig_k_03.png】の❶の原点を基準に，❷の位置

は各々シナリオ１と２が含まれることになるが，

が空間的にどこに位置していたかを示すものであ

取得したデータに欠損がないかのチェックを，記

るが，実験の環境の機器の配置上，上方向への波

録映像（ビデオカメラによる撮影映像の長さ）と

形の振れは，療養者役がパソコンに近づくことと

の照合によりおこなった．結果，図【fig_k_05.png】

なり，下方向への波形の振れは，療養者やパソコ

を得たが，セッション３に関しては，機材のトラ

ンから離れる（本実験を管理していた教員へ近づ

ブルが発生し，取得データに欠損がみられた為，

く）移動となる．また，図中の緑色のバーは，療

分析の対象からは除外した．

養者役が発言している時間帯を示し，青色のバー
はデザイナ役の学生が発言していた時間帯，オレ
ンジ色のバーは，看護師役の学生が発言していた
時間帯を示す．同色にて記載した文字にて，各被
験者が発言した発言内容（プロトコル）を記載し
た．なお，デザイナ役学生の説明プロトコルは本
考察に関係するポイントのみの掲載とし，主に療
養者役の地域住民の発言における「はい」「うん」
等の頷きにまつわるプロトコルは割愛し掲載した．

図 1 【fig_k_05.png】
：取得データの評価

２）姿勢変化グラフの可視化
本実験では，前述のような情報を取得し，図
【 fig_k_06.png 】 の よ う に 可 視 化 し た ． 図
【fig_k_06.png】はデザイナ役学生の「左眼注視

4

入力を求めた際に，複数表示されている画面中の
症状から，近似した症状を探すことを求められた
シーンであった．これらの波形が上に振れている
部分に関しては，パソコン上に表示された情報を，
集中して読み解く必要があったことから，画面に
顔が近づいたことを示すものであり，コンテンツ
をなんとかして説明しなければならないというデ
ザイナ役学生の心理状態が表出しているものと考
えられる．
図 3【fig_k_07.png】デザイナの頭部の「上下方向」
の移動グラフとプロトコル

Ⅳ．考察

３）姿勢変化グラフに基づく心的負荷推定

１．言語的評価

前述の図【fig_k_07.png】をもとにした考察を

異分野連携演習を通して，各自の得意技術・知識

行う．図註に赤丸をつけた部分は，波形が大きく

を発揮すると同時に他学部学生はそれを新たな学

上下方向に振れた部分であり，且つ，デザイナ役

びとして捉えていることが推測された．地域住民

の学生の心理状態に，負荷がかかったと考えられ

SP の演習参加は学生に地域住民視点を認識させる

るポイントである．

機会になると同時に，SP 自身が教育に貢献する喜

A のポイントに関しては，療養者役の地域住民が，

びと意義を感じており，異分野領域のみならず地

体温を入力する部分の説明をデザイナ役の学生か

域住民を交えた教育には多くのメリットがあるこ

ら受けた直後に，その体温を計測する時間帯が

とが示唆された．地域課題を大学教育に反映する

朝・昼・夜のいずれになるのかの質問をした直後

には異分野連携体制と地域課題を体感している地

である．この質問への回答は，デザイン学部の学

域住民を交えると一定の効果があると推測された．

生には困難であり，デザイン学部の学生は，実験

看護学生は 3 年間，模擬患者役の地域住民の協

を担当していた教員の方向を振り向き，その後，

力を得て技術テストを受ける経験（OSCE）をして

看護師役の学生を振り返る動作を行った．この動

いること，および在宅領域での臨地実習を通して

作が波形に表出したポイントである．

「一般家庭で療養する対象者と家族に看護を提供

B の部分に関しては，デザイナ役の学生が，療養

する体験」を短期間ながらもしている．そのこと

者役の女性に，体重の入力をもとめた際に，体重

が当日の適切な服装（訪問看護に適したシンプル

の入力に対するためらいが感じられる雰囲気がで

なカーキパンツと白系単色のシャツを着用．学生

きたことにより，デザイナ役の学生が動揺したシ

たちは服装についての事前指示は出していない）

ーンである．

やコミュニケ―ション技術に自信を齎していると

C の部分に関しては，心拍数や血圧など，本実験

推測され，それがデザインの学生からみると「看

環境に計測機器が準備されていなかったことによ

護の学生は話し方がすごい」という言葉で表現さ

り，説明をしたものの入力が難しいシーンであっ

れたといえる．一方，学習過程上，ICT に触れる機

た．D の部分に関しては，療養者からの計測ができ

会が看護学生より多いと考えられるデザイン学生

なかった時に対する質問に対する回答に困ったシ

の方が機器の扱いには「慣れている様だ．さすが．
」

ーンである．

という言葉で表しており，異分野で学ぶ学生が本

これらのシーンは，看護的知識が無い場合は回

検証の場（接点）でお互いの中に新たな発見をし

答が難しいシーンであり，デザイナ役を担ったデ

たと推測できる．

ザインの学生の心理的負荷が，療養者との空間的

２．非言語的評価

な距離を広げるという行為に表れたものと考えら

前述の考察に示したように，デザイナ役のデザ

れる．

イン学部の学生は，自らが回答に困る状況に追い

また，E に関しては，複雑な入力画面に対する説

込まれる体験をしたと考えられ，その回数や量を，

明を行うシーンであり，F に関しては，療養者役の

波形グラフの下方向への振れによって，定量化で

地域住民が，画面上には表示されていない症状の

きる可能性が示唆された．またこの際，デザイン

5

学部の学生は，看護学部の学生にサポートを求め

フの振れなどから学生の学習への集中度合い

る行動（振り向き）を行っており，社会における

を定量化できる可能性が示唆された．

サービスは，専門的な知識をもつ複数の人間によ

５. 非言語的評価として，時系列に姿勢変化を捉

り構成されており，単にコンテンツを作成する能

え可視化することが出来た．

力を磨くだけでなく，異分野の人間と連携するこ

６. 一般的にひとは質問に対して，一定の言語の

との重要性に気付いた可能性があると考えられる．

整理を行って（緊急時を除いて）言葉を発す

加えて，波形グラフの上方向の振れに関しては，

るが，非言語的表現（視線・姿勢など変化な

デザイナ役を演じることが想定され，事前にコン

ど）は必ずしも「整理」が出来ないままに反

テンツを学んで準備をしていたにも関わらず，回

応する．それらを定量化・可視化するための

答につまってしまった瞬間を示すものである．こ

基礎資料を得ることが出来た．

れらは，集中してコンテンツを読み解くという意
識が画面に近づくという動作に表れたものと考え

Ⅵ．結果のＣＯＣ事業目的に沿った活用・提案等

られ，集中した学習が行われたことを示すものと
考えられ，波形グラフの上方向への振れによって，

今後の課題としては，①記述式アンケート（VAS）

学生の学習への集中度合いを定量化できる可能性

で示された「困難に感じた程度」
「緊張の程度」の

が示唆された．

分析を行い，この結果と分析済の言語的評価と非
言語的分析の関連を明らかにすることである．こ

Ⅴ．結論

の明確化をすることで，一定現象（例えば，学生
が地域住民に専門用語を分かり易く説明をする時）

今回の基礎研究の主な結果は以下のように要約

に対して感じる動揺や変化とそれらのパターン等

する．

を捉えることが出来れば，人間関係の予測が困難

１. 看護学生の「模擬療養者とのコミュニケーシ

な異分野連携演習や地域住民を交えたプロジェク

ョン技術」やデザイン学生の「ICT 操作技術」

トを効果的に活用できる可能性があると考える．

等，お互いの得意分野の新たな発見・再認識
が確認できた．両学部学生は共に地域住民を

謝辞

交えた異分野連携演習を意義のある演習形式
の一つだと捉えていた．

本研究実施にあたり，ご協力を賜りました多くの

２. 地域住民の立場からは，大学教育への関わり

皆様に感謝申し上げます．模擬療養者役を快く担

を意義のある地域貢献の一つとして捉えてお

って下さいました南区在住の 2 名の方、また，向

り，ポジィティブな経験として認識をしてい

井

た．

頂きました．ICT システムを通して在宅療養者へ看

和恵氏には模擬療養者役公募の際にご尽力を

３. ICT を用いた「模擬遠隔訪問看護」という既

護観察やアセスメントをする訪問看護師の役割を

に自治体が試験運用をしているシステムをシ

担って下さいました看護学部とデザイン学部の 5

ナリオの題材として用いることで，デザイン

名の学生の皆様，札幌市立大学 COC キャンパスの

学生にとっては，広域積雪地域の遠隔地医療

職員の皆様には実験会場設営等でご支援を賜りま

の課題を身近な課題として認識する機会とな

した．

っていた．看護学生にとっては，従来の訪問
看護のスタイルに加えて ICT を活用すること
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気候性地形療法に基づく定山渓地域におけるヘルスツーリズムの検討
三谷篤史１),上田裕文１），田仲里江 2）,細谷多聞１)，定廣和香子 2)，樋之津淳子 2)
１

札幌市立大学

デザイン学部

2

札幌市立大学

看護学部

キーワード：ヘルスツーリズム，ウォーキング，クアオルト(気候性地形療法)，定山渓

Keywords: Health Tourism, Walking, Kurort (climaly therapy), Jozankei

Ⅰ．緒言

冷気，風などの気候要素を活用し，体表温度を低
く保ちながら起伏のあるコースを歩くことで，健

定山渓は札幌市の中心地より南に約 26 km に位

康増進効果を得る方法である．この方法は，通常

置し，緑に囲まれた渓谷の温泉地として栄えてき

よりも高い運動効果を無理なく得られるため，高

た．周囲には温泉や足湯の他に，スキー場やサフ

負荷の運動が困難な高齢者でも無理なく健康増進

ァリパーク，牧場，ゴルフ場など，体験型観光施

が図れるところに特長がある．本研究では，この

設が数多く存在している．また観光協会が中心と

気硬性地形療法に基づくウォーキングを定山渓地

なって，ウォーキングや餅つきなど季節に応じた

域に導入する可能性についての基礎的検討を行っ

イベントが企画され，札幌市民にとって日帰りで

た．

気軽に訪れる地域としての地位を確立している．
Ⅱ．研究方法

一方観光庁は，これまで観光資源として気づか
れていなかった地域固有の資源を新たに活用した
体験型・交流型旅行「ニューツーリズム」1)の振

かみのやま温泉では，上山市が温泉街の上山市

興を掲げており，その中でも特に健康の回復や維

温泉クアオルト協議会を立ち上げ，温泉街ととも

持，増進を図る旅行を「ヘルスツーリズム」と定

に一体となってこの事業に取り組んでいる．すな

義している．定山渓は起伏に富んだ地形を有して

わち，これらの事業を地域に導入し，有効な取り

おり，中央に豊平川が流れ，渓谷を望む橋や豊平

組みとして定着させるためには，地元住民の理解

峡ダムが存在し，四季によって様相を大きく変え

と自治体・行政の協力が必須である．また，気候

る風景など，新しい観光資源となり得る要素を多

性地形療法に適したウォーキングコースの策定と，

く有している．本研究では，このような定山渓の

ウォーキングを適切に運用する選任ガイドや参加

特性を活かした「ニューツーリズム」のあり方を

者の健康を管理する専門医などの育成が必要とな

検討する．

る．ここではこれらを踏まえて以下の内容を実施
した．

温泉地の気候や地形の特性を活かした取り組み
としては，気候性地形療法を用いたウォーキング

1． 定山渓のまちづくりセンターおよび観光協会

があげられる．山形県のかみのやま温泉では，
「ク

へのヒアリング

アオルト健康ウォーキング」2)と称する健康づく

2． 定山渓地域のウォーキング専門家へのヒアリ

り プ ロ グ ラ ム を 提 供 し て い る ．「 ク ア オ ル ト

ング

(kurort)」とは，ドイツ語の kur(治療・保養のた

3． ウォーキングコース策定に向けたフィールド

めの滞在)と ort(場所・地域)が組み合わされた言

調査

葉で，
「療養地・健康保養地」を意味する 3)．この

4． 地元関係者の啓発のためのセミナー実施

ウォーキングは，専門家の指導の下，太陽光線や

8

どを市の保健福祉部に連絡する役割を持つもの
Ⅲ．結果および考察

の，健康増進に関するタスクは担っていない状
況である．

1．定山渓のまちづくりセンターおよび観光協会へ

・定山渓地区の人口は 1,350 名・944 世帯で，そ

のヒアリング

のうち約 300 名は観光業界の従業員である．地
域の繋がりは強いが高齢化も進んでいる．

平成 27 年 7 月 29 日(水)に，定山渓まちづくり

・地区には観光協会の他に定山渓温泉旅館組合，

センターおよび定山渓観光協会に訪問し，関係者

定山渓飲食店組合，温泉等利用協会があり，地

へのヒアリングを実施した．ヒアリングの目的は，

区で発言力が強いのは連町で，観光に関しては

気硬性地形療法に基づくウォーキングの導入可能

観光協会会長が牽引している．

性を探ることと，それに関連して地元の関係者を
啓発するためのセミナー開催の許可を得るためで

2) 定山渓観光協会

ある．以下にヒアリングの概要を列挙する．

対応者：常任理事・事務局長

山田秀明氏

内容：
1) 定山渓まちづくりセンター
対応者：所長

・定山渓におけるセミナー開催について，日程

馬田克則氏

が合えば協力していきたい．

内容：

・温泉と健康のキーワードはタイムリーであり，

・健康増進とスポーツ振興を兼ねて「南区ウォ

観光商品としても興味がある分野である．

ーキング MAP ―おすすめ 14 コースをご紹介―」

・定山渓温泉のテーマは「三世代」の家族連れ

が作成されており，まちづくりセンターや南区

である．

役所，南保健センターなどで配付されている．

・観光業界の方がセミナーに参加しやすいのは，

・
「南区ウォーキング MAP」の定山渓コース(14-A）

11 月および 2 月中旬以降～3 月までの期間で

は現在崖崩れのため通行止めになっている．北

ある．

海道の札幌市みどりの推進部みどりの管理課が

・また開催時間は，チェックアウトとチェック

管理しているが修繕時期は未定である．

インの間，すなわち 10:30～14:00 が良い．

・朝日岳や夕日岳はウォーキングというより軽

・「南区ウォーキング MAP」を旅館などで配付し

登山向けであり、装備(熊対策)などの準備が必

ているという情報はない．

要である．
・有料の足湯である「心の里

定山」を運営し

3) ヒアリングの結果および考察

ている NPO 法人森と湯の里定山渓代表 I 氏は，

定山渓まちづくりセンターの馬田所長は，三

札幌をフィールドにナチュラリストとして活動

谷および定廣が平成 25 年の学部連携演習で定山

され，ウォーキングガイドもされている．以前

渓地区を担当して以来のつながりがある．当時

は「定山渓

山野草の会」の代表もされていた

から，定山渓における新しい取り組みは大歓迎

ため，適切なアドバイスがいただける可能性が

である旨仰っておられたため，今回のヒアリン

ある．

グにおいても非常に丁寧にご対応いただいた．

・観光業界の方へのセミナーを開催する場合は，

ヒアリングの結果，定山渓地区におけるウォー

繁忙期やチェックイン・チェックアウトの時間

キングは以前から盛んに行われているものの，

を外す必要があるため，観光協会を通して日程

広報が十分に行われておらず，また魅力の追求

調整をした方が適切である．

に関しても検討されてないことがわかった．そ

・札幌市が「定山渓観光魅力アップ構想

の一方で，ウォーキングにおける専属ガイドに

(2015-2024)」を策定し，10 年計画で実施してい

なり得る人材である I 氏をご紹介いただくこと

く予定であるが，その中に「ヘルスツーリズム」

ができた．この I 氏は，観光協会ともつながり

「健康福祉」
「地域包括ケア」のキーワードは入

が強く，
「定山渓観光魅力アップ構想」の検討委

っていない．

員にも名を連ねており．本研究を進める上での

・まちづくりセンターの役割は，区役所の出張

重要な人物の一人であると考える．

所としての機能の他，地域の困窮世帯の情報な

観光協会は，まちづくりセンターと良好な関

9

係を保持しており，今回のヒアリングも馬田氏

アオルト導入の近道であると考える．

からの急な打診にもかかわらずご対応いただい
たという経緯がある．観光協会にとっても新し

３．ウォーキングコース策定に向けたフィールド

い取り組みは大歓迎であり，特に閑散期やイベ

調査

ントのない時期の集客につながる提案を期待し
ているとのことであった．

1)ウォーキングの概要

以上から，両組織の意向を反映させ，関係者

前項のヒアリングにしたがい，薄別林道を対象

の理解を得ながら研究を推進していくことは可

としたフィールド調査を平成 27 年 10 月 29 日(木)

能であると考える．

に実施した．参加者は，三谷，田仲，定廣と，研
究協力者である中田(COC 特任助教)および大学院

2．定山渓地域のウォーキング専門家へのヒアリン

デザイン研究科大学院生(M2)坂川くんの 5 名であ

グ

り，
ウォーキングは I 氏のガイドの元で行われた．
その際身体への負荷を計測するためにリストバン
ド式活動量計 Fitbit HR を装着することとした．

平成 27 年 9 月 11 日(金)に，前項のヒアリング
の中でご紹介いただいた「心の里

Fitbit HR は，
装着者の心拍数および消費カロリー，

定山」の I 氏

に話を伺うことができた．I 氏が代表を務められて

歩数をリアルタイムに計測・保存できる機能を有

いた「定山渓

しており，専用ソフトを用いてそれらのデータを

山野草の会」は，定山渓地区内に

おける自然を保全・育成しながら親しむことを目

グラフ化して確認することができる．また三谷は，

的として，山歩きや清掃，自然観察会を実施して

歩行ルートの距離や起伏を正確に計測するために，

いる．
「心の里

定山」には，それらの活動成果と

GPS 機能付きのサイクリングトレーニング管理デ

して四季折々の草花に関する写真や冊子が置かれ

バイス Garmin Edge 510J を同時に装着した．薄別

ている．以下に概要を示す．

林道は，定山渓温泉の南西方向に伸びており，二
見公園から立入禁止区域を超えて入っていくこと

1)「心の里

ができる．I 氏はこれらの区域に立ち入る許可を有

定山」I 氏へのヒアリング概要

・定山渓中学では年間を通じて、森林学校を行っ

しているため，今回のウォーキングを実現できた．

ている。

ウォーキングの様子を図１および図 2 に示す．

・クアオルトに関するセミナーは、定山渓にマッ
チしたテーマであると思う．
・定山渓地区のホテル「鶴雅リゾート森の謳」で
は，宿泊者を対象にノルディックウォークを実施
している。
・同「ぬくもりの宿ふる川」では，ぬくもり温泉
ヨガが定期的に実施されている．
・
「ふる川」の社長や常務は，温泉と健康への関心
が高いため，セミナーへも誘いたい．
(a)二見公園

・いこい橋からはじまる薄別林道がおすすめで、

(b)吊り橋

ぜひ歩いていただきたい．
・積雪時には，スノーシューツアーもおすすめで
ある．

2)まとめと考察
I 氏がこれまでに定山渓において実施している
活動は，医療的裏付けがなされていない点を除け

(c)川辺から吊り橋を仰ぐ (d)植物を説明する I 氏

ばクアオルトに非常に近いと感じた．
特に I 氏は，
旅館関係者や行政関係者ともつながりが強いため，
I 氏の活動を発展させていくことが定山渓へのク
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図１

ウォーキングの様子その１

(a)定山渓特有の草花

(b)赤い実(食べられない)

(a)軌跡

(b)起伏
(c)命の実(食べられる)

図３

(d)ハーブの一種

ウォーキングルート

(a)心拍数の推移

(e)青紫色の種子

図２

(f)種子を飛ばす植物

ウォーキングの様子その２
(b)消費カロリーの推移

参加者はそれぞれのペースを守り，写真撮影な
どをしながらリラックスして歩いた(図 1(a),(b))．
ウォーキングコースは起伏が多く，アップダウン
の激しいルートであるため，同じ場所を別の角度
から見ることも可能であった(同図(c))．道中にあ

(c)歩数の推移

る様々な草花(図 2)については，適宜 I 氏による説
明や紹介がなされたため(図 1(d))，長時間・長距
離のウォーキングにもかかわらず飽きることなく，
また疲れを感じることなく楽しく歩くことができ
た．

(d)全体の推移

図４

活動量

2)ウォーキングの詳細
GPS 機能によるウォーキングコースの軌跡およ

高低差は約 50 m で(図 3(b))，ウォーキングによる

び起伏を図 3 に示す．ウォーキングは I 氏が管理
する「心の里

獲得高度は約 121 m であった．

定山」を発着点とし，二見公園か

図４に，参加者(40 代男性)の活動量を Fitbit に

ら伸びるルートから立ち入り禁止区域を超えて薄

て計測した結果を示す．ウォーキングコースの歩

別林道に抜ける道を進んだ．途中川辺に降りての

行にかかった歩数は 7608 歩であり，消費カロリー

休憩などを挟みながらの道中であった．ウォーキ

は 678kcal であった．図４(d)を見ると，コースの

ングに費やした時間は約 2 時間で，歩行距離は約

起伏に合わせて負荷が上下しており，心拍数と消

3.7 km であった．豊平川の上流に向かうルートで

費カロリー，歩数もそれに応じて連動している様

あり，渓谷となっている地形でもあるため，最大

子がうかがえる．また心拍数(図 4(a))を見ると，
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その平均は 98bpm で，最大値および最小値はそれ

る．

ぞれ 124bpm，78bpm であった．したがって，ウォ
ーキング中は過大な心拍数を記録することなく，

Ⅴ．結論

ほぼ全区間で有酸素運動を維持できている．
本研究では，札幌の奥座敷として栄えてきた定
3)考察

山渓温泉の価値をさらに高めるために，定山渓の

これらの結果から，今回のフィールド調査にお

気候や地形を活かしたウォーキングを基盤とする

けるウォーキングコースは，参加者に過度な負荷

ヘルスツーリズムのあり方を検討した．本研究の

をかけることなく歩くことができることがわかっ

目的の一部は達成されたものの，これらの取り組

た．なお，現時点においては研究者による基礎実

みを定山渓地区に定着させるにはさらなる検討が

験の段階である．特に季節による運動負荷の違い

必要である．今後もウォーキングコースの策定に

を測るために，積雪期である 3 月にも調査を実施

向けたフィールド調査を継続し，ウォーキングコ

する予定であったものの，季節外れによる大雪の

ースというコンテンツとしての価値を向上させる

ため中止したという経緯もある．また、本研究に

方法の検討や健康面の効果検証を実施しながら，

て用いた活動量計は，医学的側面からの根拠が十

地元関係者への周知・啓発を実施していく予定で

分ではなく，これらをどのように証明していくか

ある．

ということは課題である．今後は様々な被験者を
対象に四季を通じて負荷計測実験を行い，専門家

Ⅵ．結果のＣＯＣ事業目的に沿った活用・提案等

による監修を通して本コースの特性を明らかにす
る予定である．

本研究の最終目的は，定山渓におけるヘルスツ
ーリズムのあり方を検討しながら，定山渓型クア

4． 地元関係者の啓発のためのセミナー実施

オルトへと発展させ，地域へ定着させることであ

1)セミナーの概要

る．しかしながら，前項でも述べたように今後さ

平成 27 年 11 月 18 日(水)に，定山渓まちづくり

らなるフィールド調査および周知・啓発が必要で

センターおよび定山渓観光協会のご協力の下，ク

ある．これらを推進していくために，次の段階で

アオルトに関するセミナーを行った．実施場所は

は本研究にて得られた成果を元にした林道ウォー

定山渓まちづくりセンター集会室とした．また講

キングイベントを実施したいと考えている．

師として，クアオルト研究の第一人者である日本
クアオルト研究機構の小関信行氏を招聘した．セ

文献

ミナーの参加人数は 11 名であり，その内訳は地元
の観光業者，看護師，まちづくりの研究者などで

1） 国土交通省・観光庁「ニューツーリズムの振

あった．セミナーでは，厚生労働省が目指してい

興」

る健康寿命の延伸に対する日本型温泉クアオルト

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_00

の役割と，ヘルスツーリズムを活用した温泉地の

0044.html（平成 28 年 5 月 1 日アクセス）

再生および将来像について述べるとともに，小関

2） 上山市・上山市温泉クアオルト協議会「クア
オルトスタイル」パンフレット

氏が関わってきたかみのやま温泉での実施例など
についての紹介があった．質疑の時間には参加者

3） 小関信行，Angela Schuh,「クアオルト入門 気

それぞれの立場から様々な質問が寄せられ，セミ

候療法・気候性地形療法入門 ～ドイツから学

ナー終了後も活発な議論が行われていた．

ぶ 温 泉 地 再 生 の ま ち づ く り ～ 」， 書 肆 犀 ，
2012.1

2)考察
以上より，本セミナーの目的の一端は達成され
たものの，参加者は決して多いとは言えず，特に
旅館関係者が不在であったという課題も生じた．
そのため，本研究を推進していきながら，本活動
の周知・啓発をさらに行っていくことが重要であ
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廃校活用を目的とした空間デザイン手法に関する研究
籔谷

祐介 1）,

山田

1）札幌市立大学教育支援プロジェクトセンター

良 2）
2）札幌市立大学デザイン学部

キーワード：廃校活用、空間デザイン、学生プロジェクト、ワークショップ

Keywords: Utilization of Closed Public Schools, Spatial Design, Student Project, Workshop

続いて秋田（233 校）（1 となっており、北海道にお

Ⅰ．研究の背景と目的

ける廃校活用は重要なテーマであると言える。
廃校活用の多くは用途を転用して使用しており、

日本では人口減少・少子高齢化が深刻な問題と
して取り上げられるなか、公立学校の廃校発生数

その場合、新たな用途に合わせて空間デザインを

が平成 14 年度から平成 25 年度で 5,801 校に上る。

する必要がある。例えば、3331 Arts Chiyoda （東

その中で施設が現存している廃校の数は 5100 校

京都千代田区）は、旧練成中学校をアートセンタ

（87.9％）
、現存している廃校の中で実際に活用さ

ーとして活用した事例であり、施設内にカフェ、

れているものは 3587 校（70.3％）と、その多くが

ギャラリー、店舗等設けるために、カフェ設備や

活用されている。都道府県別の廃校数をみると、

展示用の白い壁を新たに整備しただけでなく、北

最も多いのが北海道（597 校）、次に東京（245 校）
、

側にあったエントランスを公園のある南側に設け
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ることで、施設と公園の一体的な利用を可能にし、

Ⅲ．結果

結果として公園の利用者に施設の利用を促してい
る。ここでは、空間デザインが地域に開いた施設

「アイデアの生まれる場づくり」というコンセ

とするために重要な役割を担っている。また、新

プトのもと、
「ハジメタイ」というプロジェクトチ

潟県にある月影小学校では、関東圏にある 4 大学

ームをつくり、
「こくばんのいえ」
、
「作業用テーブ

の学生が主体となって体験・宿泊施設に合わせた

ル」の制作やそれに関連するワークショップを実

空間にデザインするプロジェクトが実施され、地

施した。ワークショップ・制作活動の概要は、以

元住民と共同して、廃校活用の企画・PR・設計・

下の通りである。これらはすべて COC キャンパス

（2

施工・研究を行っている 。このように、教育の実

において実施した。

践の場として、廃校の空間デザインが活用される
１．小さなこくばんづくりワークショップ

事例も見られる。

（2015 年 11 月 14 日実施）

本学でも、文部科学省「地（知）拠点整備事業」
の採択を受けて、閉校となった旧真駒内緑小学校

木片に黒板塗料を塗って、
「小さなこくばん」を

を活用した大学キャンパス（以下、COC キャンパス）

作るワークショップを、子どもを対象に実施した。

を設置している。COC キャンパスは、学生自らが使

参加者は 48 名で、近隣の小学校にチラシ（図１）

用する大学キャンパスであるだけでなく、地域住

を配布して告知をした。このワークショップは、

民が使用するコミュニティ拠点という性格を持つ

旧真駒内緑小学校跡利用施設・まこまるで開催さ

複合施設と捉えることができる。そのため、キャ

れた「まこマルシェ」（主催 札幌市）の一部とし

ンパスの空間デザインを学生プロジェクトとして

て実施し、翌週に予定していた「こくばんのいえ

実施し、地域住民を対象としたワークショップを

ワークショップ」の告知も兼ねた。当日は、学生 4

取り入れることで、学生と地域住民が共に学び合

名が運営に携わり、ワークショップの進行から子

うための“学び舎”として機能すると考えられる。

どもたちが塗装するサポートまで行った。地域住

そこで、本研究は、廃校を活用した大学キャンパ

民から準備不足を指摘されることもあった。

スの空間デザインを学生プロジェクトとして実施
し、そのプロセスの記録・考察を行うことで、手
法化に向けた特徴と課題を整理するものである。

Ⅱ．研究方法

１．研究対象
札幌市立大学 COC キャンパス内にある「まちの
図書室・談話室」を空間デザインの対象とする。
図１

この室は、開館時間中、学生だけでなく地域住民

ワークショップのチラシ

も自由に出入りすることできるため、その性質上、
本研究対象として適している。
２．研究方法
本研究を実施するにあたり、札幌市立大学デザ
イン学部 3 年生 5 名の協力を得た。
「地域住民が気
軽に集まれる談話の場、地域活動の場となるよう
な空間デザイン」というテーマを与え、教員によ
る指導・助言のもと、学生が主体的にアイデア出
しから、計画立案、図面作成、ワークショップの
図２

企画・実施までを行った。それらを記録・考察し、
特徴・課題を整理した。
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ワークショップの様子

２．
「こくばんのいえ」ワークショップ
（2015 年 11 月 21 日実施）
アイデア発想を広げる場づくりとして、壁や屋
根にチョークで絵や字を描くことのできる「こく
ばんのいえ」をワークショップにより制作した。
参加者は 15 名で、親子での参加が目立った。前回
のワークショップへの参加者も見られた。ワーク
ショップは、①壁や屋根の材料に黒板塗料を塗る、
②組み立てる、③壁や屋根にチョークでやりたい
図６

ことを描く、という流れで実施した。塗装の乾燥

「こくばんのいえ」完成

の待ち時間には、完成したいえに取り付けるモビ
３．
「Reverse Table」の制作

ールづくりを行った。また、組み立てをすべてワ

（2015 年 12 月 23 日制作）

ークショップ中に行うことは時間制約難しいため、
事前に柱・梁等の骨組みの組み立てを行った。
「こ

これまでは、アイデア発想を広げる場づくりと

くばんのいえ」の制作にあたっては、構造物の強

して、ワークショップや「こくばんのいえ」づく

度やプロポーションを確認するため、1/1 スケール

りを行ってきた。そこで、次にアイデアを形にす

のプロトタイプを芸術の森キャンパスにおいて試

るためのツールとして、天板がリバーシブルの

作した。

「Reverse Table」を制作した。これは、不貞寝用
の芝生やカッターマット、黒板が天板の裏に設け
られており、気分や状況によって自由に使い分け
ることができるものである。制作には、技術と時
間を要するため、ワークショップ形式ではなく、
教員と学生が共同で制作した。天板は、シナ合板
を 2 枚重ね合わせる構成とし、上面 1 枚はリバー
シブルできるように真ん中を 10 枚の正方形に切り
抜いた。また、小学校の記憶が継承されるよう、
かつて使われていた学習机の天板を取り外して、
図３

脚を再活用した。これにより、学習机の高さを大

ワークショップのチラシ

人でも使用できる高さに調整することができた。
施設の管理者や利用者から、テーブルの角のア
ールを大きくして欲しい等、制作物に対する様々
な意見・要望が得られたため、さらにブラッシュ
アップを行った。

図４

組み立ての様子

図７

図５ モビールづくり
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「Reverse Table」の天板を裏返す

図８

図１０

「Reverse Table」完成

ワークショップに参加する子ども

４．やってみタイをつなげようワークショップ
（2016 年 2 月 27 日実施）
まこまるで開催された「まこ×まち 2016」とい
うイベントに合わせて、まちの図書室・談話室に、
「こくばんのいえ」を設置し、使い方を検討する
ために「やってみタイをつなげようワークショッ
プ」を開催した。このワークショップは、夢追い
人が「こくばんのいえ」の壁に実現したい夢を書
いておくと、それに対して何らかの手助けをして
図１１

あげられる人がレスポンスを返すというものであ

ワークショップの成果

る。図 9 のようなパネルを設置し、学生は施設利
Ⅳ．考察

用者の参加を促した。その結果、子どもから大人
まで様々な世代の方が「こくばんのいえ」にやり
たいことやそれに対するレスポンスを書き込み、

本研究における学生プロジェクトとは、学生が

こくばんのいえを媒体にしたコミュニケーション

主体的にアイデア出しから、計画立案、図面作成、

が生まれた（図１０）
（図１１）。

ワークショップの企画・実施までを行い、教員は

また、今回「こくばんのいえ」を設置すること

指導的・支援的立場で関与する手法である。この

で、
「３枚の合板でできた壁が閉鎖感をもたらすた

手法を用いて空間デザインを行った結果、以下の 4

め窓を明けたら良い」
「車いす利用者の動線の確保

つの特徴と 2 つの課題が抽出された。

が課題である」など、施設の管理者・運営者から

＜特徴＞

意見を得た。

①学生と地域住民の交流
制作過程にワークショップを取り入れることで、
学生と地域住民の交流が生まれた。
②制作プロセスに様々な主体が参加できる余地の
生成
プロの仕事に比べると制作物に荒さが見られるた
め、施設の利用者・運営者から様々な意見を得ら
れる。
③学生への教育効果
意匠的・構造的検証のための 1/1 スケールのプロ
トタイプを制作した。また、制作物に対する施設
の利用者や運営者、管理者からの意見をもとにブ

図９

こくばんのいえ説明パネル

ラッシュアップを行った。
④学生の主体的参加
学生が制作物の活用を促すワークショップを実施

16

する等、学生の主体的な活動として実施すること
ができた。
＜課題＞
⑤スケジュール管理
スケジュール通りに進まないことがあり、ワーク
ショップにおいて準備不足が見られ、地域住民か
ら指摘があった。
⑥学生と教員間の情報共有
情報共有の不足に伴う修正に時間的ロスが生まれ
た。プロジェクトを進める際には、教員と学生の
緻密な情報共有が必要である。

Ⅴ．結論

本研究では、COC キャンパスの空間デザインを学
生プロジェクトとして実施することで、
「学生と地
域住民の交流」
「制作プロセスに様々な主体が参加
できる余地の生成」「学生への教育効果」「学生の
主体的参加」の４つの特徴と「スケジュール管理」
「学生と教員間の情報共有」２つの課題を抽出で
きた。

Ⅵ．結果のＣＯＣ事業目的に沿った活用・提案等

本研究において得られた知見は、今後、地域プ
ロジェクト等の授業への応用が期待できる。
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