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第 1 回 平成 24年 10月 5日（火）

関西空港の事業価値向上に関する研究会

第 1 回 研究会議事録

（1）開催日時：平成 24 年 10 月 5 日（火）午後 3 時〜 5 時

（2）会　　場：会場大阪キャッスルホテル 6 階　おしどりの間

（3）会議出欠者
　1）メンバー

　　○出席者（順不同、敬称略）

米村　博文 栗原工業㈱西日本営業本部　営業部長

林　　秀行 イオンディライト㈱近畿営業部　次長

木俣　　順 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ統括リーダー

谷垣　俊彦 関西電力㈱お客さま本部地域開発グループ　課長

徳弘　仁志 三菱重工業㈱関西支社　支店長付

藤本　　勝 五洋建設㈱大阪支店　調査役

橋本　正信 ㈱竹中工務店大阪本店営業部　主任

多賀　　博 東洋建設㈱大阪本店土木部　部長

増森　　毅 パナソニック㈱本社関西渉外室　部長

作田　善宏 前田建設工業㈱関西支店土木営業部　民間営業チーム長

伊縫　憲幸 ㈱日建設計企画開発部　主管

　　○欠席者（順不同、敬称略）

谷河　秀信 ㈱大林組大阪本店建築事業部営業部　課長

大村　光正 東亜建設工業㈱大阪支店関空事務所　所長

玉井　　宏 ㈱きんでん経営企画部経営　企画部長

松川　康司 南海電気鉄道㈱経営政策室経営　企画部長

中川良一郎 清水建設㈱関西事業本部企画部　部長

横山　祥生 JFE スチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部土木建材　室長

　2）オブザーバー

池田　　均 新関西国際空港㈱経営戦略室　調査役

鳥井　和樹 新関西国際空港㈱技術・施設部企画グループ

宮城　祥雄 新関西国際空港㈱経営戦略室総合企画グループ　

　3）事務局  

山内　芳樹 （一財）関西空港調査会　参与　調査研究グループ長

小西　　桂 （一財）関西空港調査会　参与

（4）提　　案
・「関西空港の利用の実態」 関西空港調査会参与 山内　芳樹

・「新関空会社経営戦略」

・「関空アクセス改善」 新関西国際空港株式会社経営戦略室調査役 池田　　均

 ・「関空 2 期用地の土地利用に関する主な制度について」

 新関西国際空港株式会社技術・施設部　企画グループサブリーダー 鳥井　和樹

（5）質　　疑
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資料：「平成19年度 国際航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）から調査会作成
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関西空港の航空旅客数の推移
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資料：「関西国際空港運営概況」から調査会作成

国際と国内を併せた航空旅客
数のピークは、平成12年度の
2060万人であり、最近3年間は
1400万人前後である。国際線
は近年1000万人前後であるが、

国内線はピーク時と比較して半
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関西空港の離着陸回数の推移

資料：「関西国際空港運営概況」から調査会作成

離着陸回数(国際･国内）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平
成
６
年
度

平
成
７
年
度

平
成
８
年
度

平
成
９
年
度

平
成
10
年
度

平
成
11
年
度

平
成
12
年
度

平
成
13
年
度

平
成
14
年
度

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

平
成
17
年
度

平
成
18
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

　　国際線 　　国内線

(回)

2

日本の航空旅客数の推移
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資料：国内は「航空輸送統計年報」、国際は
「空港管理状況調書」から調査会作成
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資料：「航空統計要覧」から調査会作成

2001年 米国同時多発テロ
2003年 イラク戦争
2005年 鳥インフルエンザ
2007年 サブプライムによる金融危機
2008年 リーマンショック
2009年 新型インフルエンザ
2010年 欧州債務危機
2011年 東日本大震災

第1回関西空港の事業価値向上に関する

研究会

関西国際空港の利用実態について

平成24年１０月２日

関西空港調査会

関西空港の利用の実態 講師　　山内　芳樹
（関西空港調査会参与）
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関西空港の航空貨物取扱量の推移
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資料：「関西国際空港運営概況」から調査会作成
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国内航空旅客の属性変化(2)
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資料：「航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）から調査会作成

無職･学生、会
社員の増加、
管理職、公務
員の減少

500万以上の
減少、500万
未満の増加
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国内航空旅客の属性変化(1)
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資料：「航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）から調査会作成

60代の増加、
20代の減少

女性の増加、
男性の減少。
ただし、平成21
年度でも男性
が60％以上

8

関西空港・伊丹空港の国内航空旅客の居住地
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資料：「平成19年度 航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）から調査会作成

泉州地域、和
歌山県の割
合が高い

大阪市、北大阪地域、
兵庫県の割合が高い
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国際航空旅客の属性の変化(2)
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はっきりした傾向はみ
られない

公務員の減少
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資料：「国際航空旅客動態調査」（国土交通省航空局）

女性の増加、男性の
減少。平成21年度で

男女ほぼ同一割合

50代、60代の増加
30才未満層の減少
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17

関西空港のイベントによる来港者
２０１０年度主要イベントにおける集客数

5月1日(土) サンリオわくわくワールドinKIX エアロプラザ　イベントホール 2,500

5月2日(日) サンリオわくわくワールドinKIX エアロプラザ　イベントホール 3,500

計 6,000

7月18日(日) 関空わくわくプラン特別号『巡視船に乗ろう！』 関空周辺海域

7月31日(土) NO DANCE NO LIFE in KANKU 南イベント広場 1,000

8月1日(日) メチャハピー祭in関空 南イベント広場 2,000

8月7日(土) 【展望ホール】CXフェア 中国楽器コンサート 展望ホール　デッキ 160

8月8日(日) 【展望ホール】CXフェア カンフーパフォーマンスショー 展望ホール　デッキ 200

8月14日(土) 【展望ホール】CXフェア 香港アート(花文字・飴細工)・飲茶フェア 展望ホール　カフェ内 250

8月15日(日) 同志社女子ショップ袋ショー 南イベント広場 1,000

8月28日（土） 関空夏まつり（逸品縁日・ダンスコンテスト・サンリオ・ポケモン） 南北イベント広場・エアロプラザイベントホール 15,000

8月29日（日） 関空夏まつり（逸品縁日・ダンスコンテスト・サンリオ・ポケモン） 南北イベント広場・エアロプラザイベントホール 20,000

計 39,610

10月24日（日） 泉州にぎわいフェスタ／ゑぇじゃないか祭り／ナンバーワンフェスタ 南北イベント広場 5,000

11月20日（土） Ｊａｐａｎ Ｐｏｐ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１０ 南イベント広場 2,000

11月21日（日） Ｊａｐａｎ Ｐｏｐ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１０ 南イベント広場 3,000

計 10,000

11月27日(土) 【展望ホール】イルミネーション点灯式 展望ホール　デッキ 500

12月4日（土） 【展望ホール】スノーパーク in Sky View 展望ホール　団体バス駐車場 3,000

12月5日（日） 【展望ホール】スノーパーク in Sky View 展望ホール　団体バス駐車場 7,000

12月15日（水） OSAKA韓国クリスマスフェスタ エアロプラザ　イベントホール 600

12月16日（木） OSAKA韓国クリスマスフェスタ エアロプラザ　イベントホール 600

12月17日（金） OSAKA韓国クリスマスフェスタ（映画上映あり） エアロプラザ　イベントホール・ホテル会議場 700

12月18日（土） OSAKA韓国クリスマスフェスタ（映画上映あり） エアロプラザ　イベントホール・ホテル会議場 800

12月19日（日） OSAKA韓国クリスマスフェスタ（映画上映あり） エアロプラザ　イベントホール・ホテル会議場 1,400

12月20日（月） OSAKA韓国クリスマスフェスタ エアロプラザ　イベントホール 300

12月23日（木・祝） KIX Airport Xmas with JAL・KIXファミリーコンサート ホテル会議場・エアロプラザ　水の広場 700

12月25日（木） KIXファミリーコンサート エアロプラザ　水の広場 300

計 15,900

2月2日（水） 春節メガセールin大阪　歓迎イベント 国際線　南到着口 1,000

3月26日（土） 関空旅博２０１１【中止】 17,000

3月27日（日） 関空旅博２０１１【中止】 18,000

計 36,000

107,510

場所日程 内容 集客（人）
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関西空港の見学施設利用者数の推移

見学施設利用者人員
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資料：「関西国際空港運営概況」より調査会作成。

(注）展望ホールは、2001年7月1日から利用料金無料化。2004年7月3日からスカイビューに改装。駐車場整備。
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資料：「関西国際空港連絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験 報告書（連絡橋編）(平成17年3月、関西国際空港連

絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験協議会）

関西空港の目的別来港者のアクセス交通
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関西空港の目的別、交通機関別来港者
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資料：「関西国際空港連絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験 報告書（連絡橋編）(平成17年3月、関西国際空港連

絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験協議会）

（注）「非航空系来港
者」は、航空旅客、従
業者以外の送迎、商用、
見学などの目的の来港
者
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関西空港内事業所の従業者数の変化
関西空港内事業所従業者の推移
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資料：関西国際空港株式会社資料から調査会作成
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関西空港のアクセス交通機関別利用者数
リムジンバス輸送人員
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資料：「関西国際空港運営概況」から調査会作成

鉄道利用者
は漸減傾向、
リムジンバス、
と連絡橋通
行台数は現
状維持
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20

関西空港来港者の1人当たり消費額

資料：「関西国際空港連絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験 報告書（連絡橋編）(平成17年3月、関西国際空港連

絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験協議会）
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関西空港の非航空系来港者の関西空港利用条件

資料：「関西国際空港連絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験 報告書（連絡橋編）(平成17年3月、関西国際空港連

絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験協議会）
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関西空港の非航空系来港者の出発地
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資料：「関西国際空港連絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験 報告書（連絡橋編）(平成17年3月、関西国際空港連

絡橋及びアクセス道路等に関する社会実験協議会）
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ＬＣＣの成長

項 目 ＬＣＣ（ローコストキャリア） フルサービスエアライン

航空機の種類 ◆小型の単一機材 ◆大型機から小型機まで多種多様

運航形態
◆主に短距離輸送
◆空港滞在時間の短縮と高い機材回転率

◆ハブ・アンド・スポーク

サービス
◆基本的にエコノミークラスのみ
◆機内食等は有料オプション

◆エコノミー、ビジネス、
ファースト の複数クラス制

◆機内食等は標準

航空券販売 ◆インターネットを利用したチケット販売
◆代理店販売及びインターネットを
利用したチケット販売

運 賃 ◆低運賃
◆普通運賃は割高
◆複雑な運賃制度

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8.0% 9.5% 11.5% 13.5% 14.9% 16.7% 
19.3% 21.1% 21.9% 23.4% 24.3% 

世界における の座席供給シェアの推移

-8- 

オープンスカイ

＝企業数・路線便数に係る制限を

二国間で相互に撤廃

⇒国際航空ネットワークの拡大

日本の国際競争力強化に向けて、これまで

対象外だった首都圏空港も対象に含めた

徹底的なオープンスカイ交渉を国が推進。

米国

カナダ

韓国

オープンスカイの進捗

香港

台湾

マカオ

ベトナム

マレーシア

シンガポール

ブルネイ

インドネシア

オーストラリア

-7- 

～合意した国々～

ニュージーランド

英国

フィンランド

スリランカ

空を取り巻く３つの背景

②航空業界
ビジネスモデルの変化

-6- 

世界の航空旅客輸送量予測＇ 年〜 年（

85 230 
159 410 

ヨーロッパ

／年
北アメリカ

／年

1335 

2690 

中東

／年

169 520 

アフリカ

／年

アジア

／年

967 

2980 

ラテンアメリカ／カリブ海

／年

1005 

2350 

年
＇平成 年（
旅客輸送量

年
＇平成 年（

旅客輸送量
予測

同期間における
年平均伸び率

出典： ＇国際民間航空機関（作成「 」より引用

単位：十億人キロ

-5- 

空を取り巻く３つの背景

①アジアの成長

-4- 

空を変える。日本が変わる。

２０１２年７月

新関西国際空港株式会社

経 営 戦 略

新関空会社経営戦略
関空アクセス改善 講師　　池田　　均 氏

（新関西国際空港株式会社 経営戦略 室調査役）
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【
旅
客
数
（
万
人
）】

関西空港の強み 
•４０００ｍ級複数滑走路 
•２４時間空港 
•環境（騒音フリー） 
•アジアに近い 
•展開用地がある 

伊丹空港の強み 
•都市型 
•国内ネットワーク充実 

関空伊丹のポテンシャル 
•着陸回数 
•旅客数 
•貨物数 

旅客数
資料：ACI（国際空港評議会）より 

2010年 アジア主要空港＜旅客数＞ 

-15- 

関西空港の強み 
•４０００ｍ級複数滑走路 
•２４時間空港 
•環境（騒音フリー） 
•アジアに近い 
•展開用地がある 

伊丹空港の強み 
•都市型 
•国内ネットワーク充実 

関空伊丹のポテンシャル 
•着陸回数 
•旅客数 
•貨物数 

発着回数

【
発
着
回
数
（
万
回
）】

資料：ACI（国際空港評議会）より 
2010年 アジア主要空港＜発着回数＞ 

-14- 

関西空港の強み 
•４０００ｍ級複数滑走路 
•２４時間空港 
•環境（騒音フリー） 
•アジアに近い 
•展開用地がある 

伊丹空港の強み 
•都市型 
•国内ネットワーク充実 

関空伊丹のポテンシャル 
•着陸回数 
•旅客数 
•貨物数 

４０００ｍ級複数滑走路

２４時間空港

アジアに近い

大きな後背圏需要

環境制約が尐ない

関西空港の強み

都市型空港＇大阪都心部からも近い（

国内ネットワーク充実

両空港合わせて滑走路 本体制で運用
-13- 

伊丹空港の強み

アジアの为要空港別旅客数増加率の推移＇対 年比率（

成田空港, 99% 
羽田空港, 103% 

関西国際空港, 92% 

大阪国際空港, 77% 
中部国際空港, 87% 

HONG KONG, HK(HKG), 
137% 

SINGAPORE, SG(SIN), 
138% 

BANGKOK   (BKK), 113% 

BEIJING   (PEK) , 212% 

INCHEON（ICN）, 
139% 

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

※数値は 年を とした場合の 年の割合
※ ： ホームページ、国土交通省ホームページ参照

▲

成田空港

羽田空港

▲

関西国際空港

▲

大阪国際空港

中部国際空港

▲

-11- 

アジア为要国における空港の整備状況と取扱旅客数・貨物量

羽 田

（

浦 東（上海）

ﾁｪｯｸﾗｯﾌﾟｺｯｸ

チャンギ

旅客数
（万人）

国際線

国内線

滑走路（ ）

計画中

供 用

空港名 貨物量
（万ｔ）

国際線

国内線（供用予定時期）

スワンナプーム

仁 川
北 京

（ソウル）
（開港：平成１３年３月）

（開港：平成１８年９月）

（開港：平成１０年７月）

（開港：平成１１年１０月）

（シンガポール）

（香港）

（バンコク）

（中国）

平成３２年

成 田

インディラ・ガンディー
（ニューデリー）

スカルノハッタ
（ジャカルタ）

クアラルンプール
（マレーシア）

（開港：平成１０年６月）

※国土交通省資料より作成 ３

-10- 

空を取り巻く３つの背景

③ 空港間競争の激化

-9- 
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関空＋伊丹 関空＋伊丹

伊丹
関空

旅客数

３ ３００万人

-23- 

＇万人（

＇ 年度（ ＇ 年度（

0

20

40

関空＋伊丹 関空＋伊丹

伊丹
関空

発着回数

３０万回

-22- 

＇万回（

＇ 年度（ ＇ 年度（

基本コンセプト 

中期経営計画の骨
子 

世界に開かれた

アジアのリーディングエアポート

「ワンエアポート」で

関西空港と伊丹空港とを
一体で。
つまり「ワンエアポート」で

エアライン、旅客などすべて
の空港をご利用のお客様の
よきパートナーとして、「世界
に開かれた」

「安全・安心」、「ネット
ワーク」、「お客様満足」、
「環境」など様々な分野で

「アジアのリーディングエア
ポート」を目指します。

-20- 

両空港のネットワーク
国内線＇関西空港・伊丹空港（

-18- 

航空会社数 ９社

就航都市数 ３３都市

就航便数 ２４５便 日

両空港のネットワーク
国際線＇関西国際空港（

航空会社数 社＇うち 社（

就航国 地域 数 ヶ国・地域

就航都市数 都市

就航便数 便 週
＇うち 便 週（※ 夏期スケジュール期間中のピーク月 月 の計画です。 -17- 

～日本で最大のＬＣＣ乗入便数＇旅客便数の約１４ （～

国際線便数は、
開港以来過去最高

【
貨
物
量
（
万
ト
ン
）】

関西空港の強み 
•４０００ｍ級複数滑走路 
•２４時間空港 
•環境（騒音フリー） 
•アジアに近い 
•展開用地がある 

伊丹空港の強み 
•都市型 
•国内ネットワーク充実 

関空伊丹のポテンシャル 
•着陸回数 
•旅客数 
•貨物数 

貨物量
資料：ACI（国際空港評議会）より 

2010年 アジア主要空港＜貨物量＞ 

-16- 
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航空成長戦略

ターミナル

成長戦略

経営効率化戦略

① 今後、「航空成長」と「ターミナル成
長」の２つの「成長戦略」と「経営効率
化戦略」の３つの柱で経営を強化して
まいります。 ３つの戦略

-31- 

基本コンセプト＇ つのキーワード（

カスタマーズ
アイ

シナジー クリエイティブ

顧客やマーケット重視を徹
底し、オープンスカイの下
で世界と競争する航空会
社をはじめとする、すべて
のお客様とともに発展する
「オープンエアポート」の実
現。 

関空と伊丹の経営統合効
果を極大化し、関西そして
日本を支える「ワンエア
ポート」の実現 

経営はもちろん、環境など
先進的取組を果敢に実施。
様々な面での「リーディン
グエアポート」を実現します。 

-29- 

安全・安心を大前提として、

基本コンセプト＇ つのステップ（

① 民間経営手法の徹底で、「補給金によらない自立した
経営」を実現します。

補給金によらない自立した経営 

事業価値の最大化 

コンセッション＇完全民間運営化（ 

③ これにより、早期にコンセッション
を実現し「完全な民間運営化」の
達成を目指します。

成長戦略や経営効率化戦略
により「事業価値の最大化」
を図ります。

②

-28- 

基本コンセプト

基本コンセプト 

中期経営計画の骨
子 

空港のビジネスモデルを変革

空を変える。日本が変わる。

経済のグローバル化やオープンスカイの進展、

航空会社の再編、ＬＣＣの台頭など、空港を取

り巻く環境は大きく変化しています。

私たちも、この動きに迅速かつ柔軟に対応し、

常にお客様に満足していただける「空港ビジネ

スモデル」へと変革していきます。

-27- 

売上

１ ５００億円

-25- 

関空＋伊丹＋ＯＡＴ 関空＋伊丹＋ＯＡＴ

883  
1,500 117  

188  

ＯＡＴ
伊丹空港
関空連結

＇億円（

※

※2010年度実績

＇ 年度（ ＇ 年度（
関空＋伊丹 関空＋伊丹

11.3  
伊丹
関空

貨物量

１００万トン

-24- 

＇万トン（

＇ 年度（ ＇ 年度（
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アクション① 料金施策

○ 関空国際線着陸料５％引下げ、今年度冬ダイヤから実施 
（2001年4月以来11年ぶりの基本料金引下げ） 

・ 関空の着陸料が、我が国第一の国際空港である成田空港と比べ、約10％以上高い現状にあることから、成田空港並みの料金
に近づけていく。 
・ まずは、今年度冬ダイヤから、その半分に当たる５％引下げを実施する。 

○ 低騒音機材導入を促進する新料金体系について検討 
伊丹空港における安全・環境と調和した運航を確保するため、これまで以上に低騒音機材導入を促進する新料
金体系を検討・導入する。 

○ 上記とあわせて、航空会社の拠点化促進、増便促進を図るために、ニーズに沿った料
金体系を来年度から導入 
（検討例） 
・ 着陸料増量割引制度等の拡充 
【参考】現行の増量割引：着陸重量の総重量が前年同期比で増量された場合、増量部分の８０％を割引。 
・ 深夜・早朝便への大幅割引 
・ 航空会社の事業拡大に連動したオフィス賃料等拠点費用の時限的低廉化 
・ 航空機材の大きさに応じたＢＨＳ料金負担の公平化 
・ 国内線ＰＳＦＣの導入等を含む航空会社・旅客に求めるご負担のあり方等、総合的な料金体系の見直し 

マーケット重視の価格設定を徹底することにより、空港関連コストの引下
げ、航空会社の拠点化・需要拡大を促進する。関空

低騒音機材導入を促進する料金体系とし、周辺環境と調和を図る。伊丹

自助努力により統合効果等を発揮して生み出した経営改善原資を活用 -37- 

アクセス改善

1. 鉄道、道路、バス、海上アクセス、駐車場
等の利用者コストの低減とサービス向上  

2. 事業者と連携した、アクセス可能時間帯
の拡大  

3. 事業者と連携した、関空・伊丹へのアクセ
ス地点の拡大  

4. 高速道路・鉄道のアクセス時間短縮に向
けた関係者の取組みとの連携  

5. アクセス、インバウンド観光等の戦略的情
報提供 

-36- 

両空港の一体運用

1. アクセスの強化による２空港の一体化や
旅行商品開発などによる関空国際線への
伊丹からの内際乗継機能の強化  

2. 関空路線とバランスした伊丹長距離便な
どのネットワーク見直し 

3. 両空港と羽田空港間のシャトル便の増便 

＋

-35- 

1. 着実な環境対策の実施と安全面での先進
的取組み  

2. プロペラ枠の段階的見直しによる有効活用 

3. 低騒音化促進料金制度の創設 
都市型空港としての

利便性向上

環境にやさしい空港

伊丹空港

-34- 

1. 着陸料の引下げ  

2. 戦略的料金設定による航空会社の拠点化の促進  

3. 戦略的料金設定・施設投資等によるＬＣＣ・貨物ハ
ブなどのネットワークの拡大  

4. フォワーダーや荷为の物流拠点化の促進 

5. エアポートプロモーションや営業戦略の強化等によ
る関係者一体となったインバウンド旅客の誘致 

6. 阪神港等と連携した シー＆エアー輸送拡大の検
討  

7. 環境先進空港の取組み 

8. 特区制度の活用や安全面での先進的取組みの実
施  

国際線・国内線の

ネットワーク充実

＋

際内乗継機能強化

⇓

国際拠点空港として

再生強化

環境先進空港

関西空港

-33- 

ビジネス客
＇高付加価値（

レジャー客・ＶＦＲ ※
＇廉価（

短距離路線
＇アクセス時間の影響大（

長距離路線
＇アクセス時間の影響小（

伊丹（国内） 
都心近距離 

ビジネス利便型

関空
時間あらゆる

ニーズに対応可能

航空成長戦略

“両空港の特性を踏まえた全体最適”

“ネットワークの更なる拡大”

時間制限 時間的余裕

-32- ※VFR（Visiting Friends and Relatives） 
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ターミナル成長戦略

空港の観光スポット化への魅力向上

1. スカイビューの更なる魅力度アップ 

2. 両空港の共同イベントの実施 

3. 両空港共通カード発行等の一体となった顧
客サービスの実施 

丌動産の有効活用
1. 伊丹空港内及び周辺土地の活用によ
る収益拡大 

2. 関西空港の２期用地の多面的活用によ
る収益拡大 

写 真 
-43- 

ターミナル成長戦略

魅力ある商業エリアの創造及び
インバウンド旅客の取込み

1. 魅力あるターミナルエリアの創造のため
のテナント料のきめ細やかな設定
＇原則固定賃料２５％引下げ、歩合制割合の引上げ（ 

2. 旅客数の増加やニーズに対応した利益
が見込める施設の拡充・整備を検討
＇ターミナルビル、エアロプラザ（ 

3. 外国の旅行代理店等に戦略的な営業
を行いインバウンド旅客数を増やし、商
業売上の増加に繋げる 

4. ＬＣＣターミナルビルのオープン 
-42- 

ターミナル成長戦略

大阪国際空港ターミナルとの
連携等によるリテイル事業強化

1. 大阪国際空港ターミナル㈱との一体化
＇株式の取得によるグループ化等（の早
期実現 

2. 共同仕入会社の設立 

3. 人事交流等によりノウハウを活用し、
直営化の推進や運営の効率化 

4. 収益の最大化に資する運営体系の再
構築 

5. ターミナルビル改修を含めた顧客ニーズに
適った伊丹空港全体の再開発 

-41- 

アクション④ アクセスの更なる改善

・関空、伊丹空港間のトランジットの利便性向上
・関空と伊丹が同じ空港として利用できる

伊丹 

関空 

関
空 

伊
丹 

連絡無料バス 

【例（トランジット）】（７月２０日から） 

空港間無料バス 深夜早朝時間帯アクセスの拡大 

リムジンバスアクセス地点の拡大 
・関空、伊丹へのアクセス地点を拡大し、お客様の利便性向上を図る

・ＬＣＣ等含め深夜便等への接続が可能なリムジンバス、鉄道の
アクセス時間帯の拡大を図る。

アクセス料金の低廉化 
・これまでも、「関空からのアクセスを安くて便利に」を目標に、関西为要都市から

片道 円程度となる鉄道各種企画きっぷ＇京都きっぷ、ちかトクきっぷ、奈良

きっぷ、神戸きっぷ（や外国人の方に関西を便利にご利用頂ける企画きっぷ＇関西

ワイドパス、 ＆はるか（、リムジンバスの往復割引＇神戸、京都、梅田（を導入

し、多くの方にご利用いただけるようアクセスマップ、パンフレットを製作、配布。

・ 月 日から、他空港並みとなる駐車場料金の改定を実施。

・引き続き、鉄道事業者、バス事業者等のアクセス事業者や関係者の方 と々連携

を強め、鉄道料金の見直しも含めた利用しやすいアクセスの実現を目指す。 -40- 

✈ 

✈ 

利用分水嶺 

利用分水嶺 

リムジンバス 

3.5時間 

3.5時間 

3.5時間 

4時間 

2.5時間 

3時間 

2時間 

3時間 

アクション③ 環境先進空港への取組み

環境基準達成率１００％ 
 

目標値見直しの視点 

低公害車の導入 

循環型社会実施 

水質保全 

地球温暖化対策 

航空機騒音 

導入率３５％ 
 

ＣＯＤ放流水質  
日平均１２ｍｇ／ℓ 
 

ＣＯ２１０％削減（２００６年度比） 
ＧＰＵ利用率７５％ 

一般廃棄物リサイクル率１０％ 

グリーン購買率１００％達成 

 
ゼロエミッションの実現 
（電気・水素自動車化、太陽光パ
ネル、ＬＥＤ化などの推進（LCCﾀｰ
ﾐﾅﾙ・貨物上屋等）） 

 

環境監視、データ公開 

関西国際空港は
グリーンエアポート審査員特別賞を受賞しました。

-39- 

現在の数値目標 

アクション② 貨物ハブへの取組み
新たなビジネスモデルによる「創貨」の取組み 

◆阪神港との連携した国際間Sea & Air 

Sea & Air国際複合一貫 輸送の展開 

上
海
港

北
米

欧
州

荷
送
人

阪
神
港

関
空

海上輸送 航空輸送 

【例】 

◆海上空港を活かした長大貨物Sea & Air 

陸上輸送 

＜課題＞ 
・トータルコストの低減 
・接続・フリークエンシーの充実 
・輸出入手続きの整備（行政手続き、運送約款、貨物情報） 
⇒関西イノベーション特区制度も活用して解決方法を検討 

＜課題＞・荷役施設の整備 

延床面積 25,000 ㎡のフェデックス北太平洋地区ハブは、西日本地 
域の貨 物の取扱いと、北アジアから集約した貨物を米国向けに発 
送するための拠点して2014 年春頃に操業開始予定。 

物流拠点化の促進 

フェデックス北太平洋地区ハブ 

フォワーダー・荷主の拠点展開 

通関 保管 加工 

搭降載 搭降載 

通関 

保管 

加工 

集
約
拠
点
化 

（H24事例） 
設備機器輸送 
神戸～関空～バンコク 
発電部品 
神戸～関空～ヒューストン 

市中拠点機能を空港内に集約化。顧客から空港までの迅速かつ低コスト
でダイレクトな物流動線を確保し、空港内で一貫集約したトータル物流 
サービスを提供。 

陸上輸送が不可能な長大貨物の国際空輸において、関空は海上輸送
による直接搬入と航空機への積替えが可能。 

中国等との定期フェリー航路を持つ阪神港と関空の貨物便ネットワー
クとの連携でアジア欧米のSea&Airモデルを構築。 

Made in Japan 生鮮食品・果物の輸出 

・アジアで大人気の「made in Japan」の生鮮食品や果物の輸出拡大 

-38- 
・プロモーション活動の充実と必要な施設整備の検討 
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民間経営手法の徹底追求

経営効率化戦略

 

グループ会社も含めた業務効率化、生産性の向上。 

1. 専門の部署及び全社的な経営効率化ＰＴの設置 

2. グループ会社再編、共通部門集約＇グループ全体最適（ 

3. 全社員参加によるＣＲ活動の継続、深化 

-49- 

マルチオペレーションシステム

飛行場内オペレーション、セキュリティ、危
機管理の空港運用部門を統合しマルチオ
ペレーションシステムを導入。
両空港の安全対策を統拢する安全推進
室の下で、両空港の運用迅速化、省力化
を積極的に推進。 

関空オペレーションセンター＇ＫＯＣ（ 

伊丹オペレーションセンター＇ＩＯＣ（ 

経営効率化戦略

-48- 

経営効率化戦略

シナジー効果

関西空港、伊丹空港の一体運用・管理によって可能となる「ベストプラク
ティスの共有」、「一拢発注」、「一体監視」等を導入・推進し企業価値向上
を図る。 

1. 計画・設計・施工・維持管理の一体管理 

2. 共通業務の一拢発注 

3. 資機材の共有化 

-47- 

◆床・天井・照明を一新して、明るく洗
練された環境へ

◆共用通路からの見通しを良くして、
開放感のある環境へ

アクション⑥ 関西空港ターミナルビル
お客様のニーズに応える ＬＣＣターミナル

【例】
お客様のニーズに
応えきれない

-46- 
⇒ 増床・拡充の検討

・「大阪国際空港ターミナル㈱」との一体化（株式の取得等）の早期実現
・それまでの間、人事交流等によるノウハウの共有化
・両社間で「共同仕入会社」を設立
・中・小型機対応やＶＩＰ対応（ﾌｧｽﾄﾚｰﾝ等）をはじめとした利用者目線の規模・内容への改修
（「伊丹ターミナルビル委員会」を設置（両社間にターミナルビル整備について検討））

アクション⑤ 大阪空港ターミナルとの一体化

ターミナルビジネスＰＴ 

ターミナルビル改修ＰＴ 

共同仕入れ 

新関空、ＯＡＴ業務効率化 

料金戦略 

基礎数値（需要予測、旅客数等） 

導線計画、サイン計画、店舗計画 

エプロン計画、カーブサイド計画 

伊丹ターミナルビル委員会 

安藤委員長（当社） 
岡本委員長（ＯＡＴ） 経営戦略室（新関空） 

経営企画室（ＯＡＴ） 

【事務局】 

ターミナル営業部（当社）、営業部（ＯＡＴ） 

航空営業部・技術・施設部・伊丹本部（当社）、営業部・施設部（ＯＡＴ） 

【伊丹ターミナルビル検討体制】 

小型機とビルのミスマッチ 

ビルの状況 

伊丹ターミナルビル 

-45- 

ターミナル成長戦略

リテイル事業強化
魅力ある商業エリアの創造及び
インバウンド旅客の取込み

空港の観光スポット化への魅力向上 丌動産の有効活用

航空需要の伸びを
確実に商業系の売上につなげる

-44- 
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これらの戦略により・・・

地域と共生する空港に。

関空を環境先進空港に

伊丹の環境対策

地域産業との連携

空港の観光スポット化
・
・
・

環境にやさしい！

活性化！

にぎわい

-52- 

着陸料引き下げ

空港間無料バスの運行

魅力ある商業エリアの創造

・
・
・

これらの戦略により・・・

お客様に愛される空港に。

ネットワーク

満足

楽しい

-51- 

シナジー効果

マルチオペレーションシステム
民間経営手法の徹底追求
グループ会社も含めた業務効率化、

生産性の向上

グループ会社一丸となり、経営効率化に努め、
成長の原動力となる原資を生み出す。

経営効率化戦略

-50- 
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告知活動

①HPによる告知

・空港HPトップ画面バナーで広告

・おトクアクセス専用ページも作成

②A4チラシ・ポスターによる告知

・A4チラシ作成(英語版も作成)

各種イベントで配布

(関空旅博・夏祭り・JATA旅博等)

③新聞広告による告知

・朝日新聞、読売新聞・日経新聞にて掲載(2012.4月下旬)

アクセス料金の低廉化・PR

朝日新聞 夕刊(12.4.27) 読売新聞 朝刊(12.4.22) 日経新聞 朝刊(12.4.18) 日経新聞 夕刊(12.4.16)

①早朝便対応深夜バス(大阪方面対応)

2012年5月より就航したpeach仁川線(関空着22：55）に対応するため、深夜リムジンバスの運行を開始

(関西空港発23：45⇒大阪駅前（ハービス大阪）着24：30頃)

2012年12月6日より就航するJetstar那覇=関西便(22:05=23：50)についても同様に対応予定

今後就航する新たな早朝・深夜便についても適時対応便の運航開始を目指す。

(現在決定されてる主な対応便)

早朝 peach関西=長崎便(6:40関空発) Jetstar関西=那覇便(6:20関空発 ※2012.12.6～)

Jetstar関西=成田便(6:40関空発 ※2012.10.28～)

深夜 peach仁川=関西便(22:55関空着) Jetstar那覇=関西便(23:50関空着 ※2012.12.6～)

②海上アクセス(神戸方面対応)

神戸=関空ベイシャトルについて、夜間及び早朝便の拡充を目指し神戸市等関係先と検討

施策の概要

毎月初めに頂く、月毎の実績を確認。需要に応じて増便等の対応を図る。

運航スケジュールに合わせて適時リムジンバス協議会と早朝・深夜便について調整

海上アクセスの運航便拡充についても神戸市等関係先と調整し

深夜早朝時間帯アクセスの拡大

施策の進め方

空港間乗継無料バス

伊丹線
総乗客数

2009.08 2010.08 前年比 2011.08 前年比 2012.08 前年比

27,973 30,988 111% 32,898 106% 33,511 102 %

伊丹発 1,608

関空発 1,317

合計 2,925

実績

乗継乗客数利用空港内訳

リムジンバス総乗降客数・乗継キャンペーン利用者数 実績 （8月）

各地→伊丹 人数 割合

松山 265 22%

高知 196 16%

福岡 193 16%

東京（羽田・成田） 185 15%

宮崎 77 7%

鹿児島 64 5%

熊本 33 3%

宮城 34 3%

うち、乗り継ぎ

キャンペーン利用者数

…1日当たり 94.4人が

乗継利用（8月・往復計）
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関空 2 期用地の土地利用に関する
主な制度について 講師　　鳥井　和樹 氏

（新関西国際空港株式会社技術・施設部 企画グループサブリーダー）

第 1 回 平成 24年 10月 5日（火）
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A：関空の当初の計画にあった内部水面に建設予定

だったターミナルビルや北側連絡誘導路の計画は実

現可能なのか。2 期島への連絡通路は現在の南側連

絡誘導路を利用することになると、来港者にとって

相当遠回りになるということを前提に考えていかな

ければならないのか。

新関空会社：今後の 2 期島の施設整備については、

現在の LCC ターミナルの南側にある連絡誘導路の

南側にフェデックスの貨物倉庫が来年度建設され、

ジェットスター・ジャパンが成田に次ぐ拠点を関空

に置くことになれば、現在の LCC ターミナルの北

側に施設を展開していくということになるでしょ

う。徐々に 2 期島の北側に施設整備がされていけ

ば、北側連絡誘導路の整備も今後の課題となってき

ます。

現段階では、南側連絡誘導路に沿って整備された

LCC ターミナルへの 4 車線の連絡道路を利用する

ことになります。

B：2 期島の埋立工事で大阪府の埋立範囲は具体的

にはどこなのか。

新関空会社：当初の計画では大阪府が 2 期島北側

に泉州港を建設する計画（約 3ha）であるが、出

来ていない。現在は海面となっています。

2 期島の全体計画は、将来的には恐らく見直しが

なされることになると思う。従って、現在の計画あ

りきで今回の検討をしていただくことはありませ

ん。

B：泉州港は大阪府の所管であれば、新関空会社さ

んが検討される対象はそれを除く場所ということで

いいのか。

新関空会社：泉州港の岸壁ができないと、会社とし

てもこれ以上埋め立てられないという状況ですの

で、今回の検討の対象外となります。

B：今回、非航空系というのがキーワードになると

思うが、来訪者のところで、1 万人を越える非航空

系の人が来ているが、その性別、年齢、階層という

データはあるのか。

先ほどの話では、20 代の若者が海外に出なくなっ

たという話がありましたが、私どものデータでも

20 代の人々が海外どころか家から出ない、引きこ

もりみたいな状態になっている。

今後、ねらうマーケットとして非航空系のデータ

が必要になりますが、そのデータはあるのか。

事務局 : 非航空系の来港者にもアンケートはしてい

るが、個人属性の集計データがどこまであるのか、

捜してみる。非航空系は車 1 台に対する同乗者が

多く 3 人以上と記憶している。その結果から推測

しますと、ファミリーで来ているケースが多いので

はと思われる。

C：私は、関空の 2 期島計画時に関空用地造成会社

に出向していたが、当時大阪府は埋め立て地を全部

市街化区域すると聞いて固定資産税が高くなると文

句を言っていたのだが、今のお話しを聞いていまし

たら、滑走路や誘導路あたりは調整区域になったの

ですか。

新関空会社：これまでの大阪府などとの交渉で、滑

走路や誘導路部分は調整区域になりました。LCC

ターミナルビルが市街化区域というのはやむを得な

いと思いますが、エプロン部分など航空機しか利用

出来ないエリアも市街化区域にされているのは、他

の海上空港と比較してもひどいではないかというこ

とで、現在も交渉しています。

C：さきほど、北側連絡誘導路の話がありましたが、

当初の計画では、1 期島と 2 期島の間に内水面が

あり、そこに第 2 ターミナルを造る、第二ターミ

ナルを建設した後に、北側誘導路を造るという計画

だった。

事務局 : 新関空会社さんに質問ですが、空港法によ

る土地や建物に関する制約があると思うが、そのあ

たりはどうですか。

新関空会社：土地利用については、計画を変更すれ

ば見直すことができますが、滑走路の周辺の高さ制

限等の物理的制限は見直しが難しいと思われます。

事務局 : 航空法では今お話しいただいた制限表面が

ありますが、昔の空港整備法いまは空港法と言われ

ていますが、空港法による制限について昨年伊丹空

港の研究会の際に大阪航空局に空港法による制限に

ついて伺ったのですが、空港機能の用に供する施設

第 1 回 平成 24年 10月 5日（火）
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であればかまわないという説明を受けたが、具体的

には明文化されたものはないということでしたが、

そのあたりでご存じのことがあればお教えいただき

たい。

新関空会社：部内でも話題に上ったことはあるが、

通常空港に設置されているものとして想定されてい

る施設であれば、特に制約になるようなことはない

のでは。例えば 2 期島にどのような施設が出来る

かと検討したことがあるが、航空法の話は出ても空

港法の話は特に出ませんでした。具体的な案件があ

れば、調整・交渉する余地があるのではないかと思っ

ています。

事務局：既存施設に新たに集客施設を設ける際の制

約はあるのか。例えば、パチンコとか 24 時間営業

する飲み屋とかどの程度まで可能なのか。

新関空会社：1 テナントとして入居する場合は、基

本的には土地利用の制約には該当しません。例えば、

旅客ターミナルを造りました、しかしそのターミナ

ルビル内が結果的には全部パチンコ屋さんになった

というのは苦しいと思いますが、建物の中に 1 テ

ナントとして入居する場合には、土地利用には該当

しないので公有水面埋立法上の制約はありません。

なお、1 期島は埋立竣功後 10 年を経過していま

すので、公有水面埋立法による制約は一切かかりま

せん。航空法の設置許可や制限表面の高さ制限等、

空港に一般的な制約がかかるだけで、基本的には空

港の基本施設に影響なければ制約はありません。土

地利用については街中の土地と扱いは同じになって

います。

事務局 : 瀬戸内海法の関係で、水質関係が厳しいと

思いますが、それによる制約はいかがですか。

新関空会社：空港島・施設がすべて完成するまで環

境アセスメントの対象になっています。（注：空港

建設工事に関する内容のみならず、空港の存在・運

用に関する内容のアセスメント項目も存在する。）

例えば、新たに工場を造るとなれば、周辺環境に新

たな負荷がかかり深刻な問題になる恐れがあります

が、そういった極端なものでなければそれほど深刻

な問題にはならないと思います。瀬戸内海法は、関

空にとっては基本的に水質がメインの問題であり、

埋立工事などの際には重大な制約となりますが、一

旦、島の造成が完了した後は排水の基準さえ守って

いけばそんなに大きな問題にはならないと思いま

す。

事務局：温泉施設なども排水の基準が守られていれ

ば可能だということか。

新関空会社：排水についても基本は島の中ですべて

下水処理をするので、温泉を造っても島内の下水処

理施設で処理することになりますから、基本的に瀬

戸内海法には引っかからないと思います。

A：関空島の周辺は緩傾斜護岸で、生態系が豊かに

なっている、スナメリが群れをなして泳いでいると

いう報道もありましたが、磯釣りにはもってこいの

場所になっているのではないか。磯釣りの許可が出

れば結構マニアが集まってくるのではないか。利用

料金をもらえば助かるのではないかという気がする

が。

新関空会社：警備などの関係で、外周部は難しいと

しても、内部水面では安全に釣りを楽しめる環境に

なっている。関空島の周辺で現在 200 種類以上の

生物が観測されており、私も外周部の護岸周辺には

よく行きますが、大きなチヌとかカンダイとかをよ

く見かけます。調査ということで過去に 1 〜 2 回

ほど釣り人に開放したことがあるようです。漁協の

理解もいると思いますが不可能ではないと思いま

す。関空島の周辺海域は基本的には採捕禁止区域に

設定されていますが、なにかの名目で調整すれば不

可能ではないかもしれません。例えば、最近はやり

の海上釣り堀という海上に生簀を浮かべて養殖魚を

釣らせて料金を取ってといった形態も考えられると

思います。そうすれば、駐車場や管理棟などの土地

利用も発生しますし、関西の海上釣り堀ブームに

マッチしていいのではないかと個人的には思ってい

ますが。

C：確率的にはあまりないので考えなかったのです

が、津波対策ですね。1 期島はすでに 50 年後の計

画高さを 10 年少々で達成してしまって低くなって

いるのですが、その備えはされているのでしょうか。

新関空会社：被災を受けた際に護岸を越波するかど

うかなどで島内の被害に大きな差が生じますが、1

期島は埋め立て後年月も経過し、ある程度沈下も進

んでいるため、護岸のかさ上げ等は社内でも検討し

ているところです。護岸から大量に越波してしまう

と手の施しようがありませんので、そうならないよ

第 1 回 平成 24年 10月 5日（火）
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うな対策をとるということを考えています。

D：太陽光発電設備を 2 期島の南東部に設置すると

いうことですが、それは土地利用からすると暫定利

用になるのか。

新関空会社：今回の太陽光発電事業につきましては、

電力買い取り制度を活用し、事業期間が 20 年と

なっています。一方で、埋立法に基づく制限が 10

年ということで、暫定という理屈は通りません。そ

こで、該当箇所は現在も離着陸用地として使ってお

り、その上に太陽光パネルを置くということで本来

の用途は変わらないという整理、すなわち屋根や護

岸の上にパネルを置くのと変わらないという整理で

了解をいただきました。

B：私は港湾の専門ですが、港湾では太陽光パネル

苦労していまして、港湾用地にパネルを設置すると

発電所になってしまうので工場用地になるというこ

とで、港湾計画も埋め立て免許も変えなくてはなら

ないということなんですが、大阪府の免許庁はそれ

でいいということですか。

新関空会社：国も含めて大阪府と協議しました。今

回の予定地については離着陸施設用地であり、高さ

の制限もあるなど、それ以外の用途には転用できな

いという場所、すなわちパネルを置いても離着陸施

設用地のままです。当然、必要な離隔距離や高さ等

の制限は全てクリアしています。反射しても眩しく

ないパネルを置くとか運用面の調整も全て整いまし

たので、今回の公募まで漕ぎ着けられたところです。

また、これまで海中部で緩傾斜護岸を造って生物

を増やし、新たな生態系を築いてきたように、陸上

についても 2 期島の環境に即した植生体系を構築

するなど、発電事業による収益を関空の更なる環境

改善に役立てるということもポイントとして説明し

ました。

事務局 : 本日はこれにて閉会します。次回は、11

月 9 日で追ってご案内します。

第 1 回 平成 24年 10月 5日（火）
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第 2 回 平成 24年 11月 9日（金）

関西空港の事業価値向上に関する研究会

第 2 回 研究会議事録

（1）開催日時：平成 24 年 11 月 9 日（金）午後 1 時〜 3 時

（2）会　　場：大阪キャッスルホテル 6 階おしどりの間

（3）会議出欠者

　1）メンバー

　　○出席者（順不同、敬称略）

米村　博文 栗原工業㈱西日本営業本部　営業部長

林　　秀行 イオンディライト㈱近畿営業部 次長

日下　郁恵 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ

徳弘　仁志 三菱重工業㈱関西支社 支店長付

玉井　　宏 ㈱きんでん　経営企画部　経営企画部長

橋本　正信 ㈱竹中工務店大阪本店営業部　主任

多賀　　博 東洋建設㈱大阪本店土木部　部長

伊縫　憲幸 ㈱日建設計企画開発部　主管

　　○欠席者（順不同、敬称略）

谷河　秀信 ㈱大林組大阪本店建築事業部営業部　課長

大村　光正 東亜建設工業㈱大阪支店関空事務所　所長

松川　康司 南海電気鉄道㈱経営政策室　経営企画部長

中川良一郎 清水建設㈱関西事業本部企画部 部長

横山　祥生 JFE スチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部　土木建材室長

谷垣　俊彦 関西電力㈱お客さま本部地域開発グループ　課長

藤本　　勝 五洋建設㈱大阪支店　調査役

増森　　毅 パナソニック㈱本社関西渉外室　部長

作田　善宏 前田建設工業㈱関西支店土木営業部　民間営業チーム長

　2）オブザーバー

鳥井　和樹 新関西国際空港㈱技術・施設部企画グループ

宮城　祥雄 新関西国際空港㈱経営戦略室総合企画グループ　

　3）事務局  

葉山　幸雄 （一財）関西空港調査会常務理事兼事務局長

山内　芳樹 （一財）関西空港調査会　参与　調査研究グループ長

小西　　桂 （一財）関西空港調査会　参与

（4）講　　演

「コミュニティデザイン　人と人をつなぐ仕組みを作る」

講師　　山崎　亮氏（京都造形芸術大学教授、studio-L 代表）

（5）質　　疑
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はじめに

ご紹介いただきました山崎でございます。第 1

回の議事録を見ていて僕の話が何か参考にしてもら

えるものがあるのかなと、急に不安になって来まし

た。瀬戸内海の海域の法律が影響するのではないか

とか、水質がどうかとかお話されている中に僕らの

話がどこまで皆さんのお役に立てるのか、不安では

ありますけど。

ご紹介いただいたようにコミュニティデザインと

いうのは、人の集まりをどうデザインしていくかと

いうこと。人が集まる仕組みを作っていくことがコ

ミュニティデザインの一つの側面だと思います。

人を集めるための付加価値作り

我々は、100 万人の人を集めるという場合、1 回

で 100 万人を集めるか、あるいは 1 万人が 100 回

かけて来てもらう場所にするか、と言われれば後者

の方です。だから大きな数の人を集める能力はあり

ませんし、そういうプログラムやコンテンツは作れ

るわけはありません。むしろ小規模な人の集まりを

すこしずつ作って行くというタイプが多いです。か

なり濃い関係性を作って、濃い関係の人たちがそこ

で何かやるから見に行こうか、ということです。典

型的なのは孫が何かやるのだったらおじいちゃんは

ビデオを持って行こうか、それほど強い繋がりをど

ういう風に作って行くか、ということだろうと思い

ます。社会の中では両方必要だと思うのです。イベ

ントをやってたくさんの人を集め、集まった人たち

はそれほど親しくならないかもしれないけど、音楽

演奏家の熱狂的なフアンが 3 万人来たとか 10 万人

集まったとかのイベントに出来るわけです。一方、

20 人ぐらいの人が密度濃く話をしていて友達を 10

人ずつ呼んで来ようとなって 200 人で何かやると

いう話もあると思います。この両方のバランスをう

まくとって行くことが重要じゃないかなあと思って

います。

関西国際空港（以下関空）という場所で人を集め

ようと思った時に、有名人を呼んでくるとか大きな

商業施設を入れるとかして、たくさんの人が訪れる

こととは別に、毎週木曜にコミュニティの人が何か

やっているねとか、火曜日には NPO 団体がやって

いるとか、別のサークル団体は毎月 2 回演奏会を

しているとか、200 〜 300 団体ぐらいが関空で何

かやっていることになってくると、そんなにたくさ

んの人は集められないにしても何千人単位で毎日何

かやっている場所になってきます。大きいイベント

と区別するために我々はそのような活動をプログラ

ムと呼んでいます。市民の方々にプログラムをやっ

てもらおうと考え、少しずつですけど、人が集まっ

てくる仕組みを作っています。

いただいたテーマは、空間に人を集めるための付

加価値作りということです。私は大人数の人を一気

に集めることは得意でありません。人がじわじわと

通い続ける場所になるためにはどうしたらよいので

しょうか。東京でやっている渋谷大学みたいに街を

学校と見立ててしまえばそこに通う人もでてくるで

しょう。先生になる人も市民であれば市民に何かを

伝えて行く場になるかもしれません。関空のスペー

スを関空学校に見立てた場合、受講生は誰なのか、

何人来てくれるのか、年間何回通ってくれるか、そ

んなことが考えられます。関空大学なんて面白いか

もしれませんね。ここにいる方々が先生になると経

営の先生もいるし、イオンの人もおられますね。建

設系の人もいらっしゃる。いろんなことが教えられ

るようになり、関空のテナントの方が先生になった

時に何が学べるかということも考えられるでしょ

う。重要なのは空港が市民のために何が可能か、と

いうことをずっと考えていく中でアイデアがでてく

（京都造形芸術大学教授、studio-L 代表）

コミュニティデザイン
人と人をつなぐ仕組みを作る

講師　　山崎　　亮 氏
（京都造形芸術大学教授、studio-L 代表）
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るような気がします。空港をはじめ岸和田、泉佐

野、泉州の人たちが何を欲しているのか、どんなこ

とで困っているのか、何が足りないのかと考えた時

に、何をすれば市民の方々にフアンになってもらえ

るか、あるいは応援してもらえるかということを考

えるのはとても大切になってきます。

皆様のお仕事と同じでお客様がいて、何を望んで

いるのかがないと商売は出来ません。近江商人が言

う通り三方良しでないと商売は持続可能ではありま

せん。売り手良し、買い手良しの二方良しでしかやっ

ていなくて、世間良しを忘れているように思えるの

です。関空の場合、売り手の関空会社の事業がうま

く回っていて、買い手の利用者の利便性や快適性を

提供出来たらよいという二方良しではダメですよと

300 年前の近江商人から言われています。3 つ目の

世間良しの部分をどのようにして作っていくか。今

日、お話することと近いことになると思います。地

域の人から「関空があってよかった」「我々のため

になる施設で応援したい」と思ってもらえるような

事業展開が出来るかどうか、その先に若干の収益が

見込めるかもしれないなということと、大規模な収

益が見込める事業とをうまく組み合わせて行くよう

な戦略は、特に人口が減少する時代には大事である

と思います。利用者も長期的に見れば減って行く時

代です。利用者を何とか増やそうとするのも一つ戦

略です。しかし、アジアのハブ空港というものが大

分違うところに目が行くようになってきている時代

の先に関西国際空港は地域にとってどういう価値を

持っているのでしょうか。という点を見据えながら、

事業を展開して行くことも大切な点なのかなと思い

ます。

私の仕事の紹介

私の仕事を自己紹介しておきます。4 つありまし

て①ランドスケープデザイン、②パークマネージメ

ント、③街づくり、④総合計画づくり ?? の 4 つで

す。元々はデザイナーですから建築物や空間を設計

したり、公園や水辺を設計したりしています。ハー

ドを創る仕事ですので道路業者の方も何人かいらっ

しゃいます。この研究会の中にもかつて一緒に仕事

をした方も、会社を辞めてうちの事務所に来ている

方もいます。ここに何人か設計関係、ゼネコン関係

の人がおられます。うちは今、25 人でやっていま

すけど、このうちの何人かは、この研究会の名簿に

上がっている会社の東京に勤めていた方が合流した

り、離れたりというそんな感じです。以前は、建築

や都市計画、街づくり等をやっていました。しか

し、今はハードの設計はほとんどしていません。今

でも、ハードの設計を頼まれることもあります。し

かし、頼まれたら友人に優秀な設計士がいっぱいい

ますのでお願いしています。ランドスケープデザイ

ンという空間の設計は元々やっていました。しかし、

マネージメントがなかなかうまく行かないなという

風に考えまして、パークマネージメントをやるよう

になりました。この件に関しては、別の機会にじっ

くりとアメリカの事例などを示したいと思います。

ハードとして良い公園が出来たのに、5 年も経たな

いうちに閑散としてほとんど誰にも使われていない

ということになりがちです。なので、公園の周りに

いる NPO やサークル団体の人たちに入って来ても

らって、日替わりで何かプログラムをやってもらい

ます。すると、知り合いの人たちが、あの人がやっ

てはるから行こうかと公園に来るようになります。

これが何個も重なると、年間の来園者数が徐々に

増えて行くことに気付いたのです。それで、兵庫県

立有馬富士公園というところで、市民参加型のパー

クマネージメントの日本第 1 号と言われたものが出

来あがりました。その後、京都府、大阪府、国土交

通省から同じような仕事を頼まれるようになりまし

た。市民の方々と公園が楽しくなってたくさんの人

が訪れるようになりました。すると、公園の中でな

くて例えば商店街や中心市街地、デパートで同じよ

うにやって見たらどうなるかと言われて、同じよう

に人が集まるようになって街づくりを手掛けるよう

になりました。私は、元々街づくりの専門ではなく

てデザイナーです。街づくりに関しては街づくりコ

ンサルタントがやっているそうですが、我々はやり

方が分からないし修業もしていません。デザイナー

の出来るやり方でよろしいかということでお手伝

いをしています。そんなことをしていると、市民の

方はやたらしゃべるようになるんですね。500 人、

1,000 人の方々と 2 年、3 年と仕事しますから地域

の人と友達になります。市民と一緒に街の総合計画
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を作ったらどうかと言われるようになりまして、4

番目の総合計画つくりをやるようになりました。

市町村や都道府県にはビジョンとか総合計画と呼

ばれるものがいっぱいあります。それらはシンクタ

ンクというところで作っていました。しかし、市民

が参加して作らなければ実行性が高まらないという

意見が出て来ました。そこで、20 年前から市民参

加型の総合計画を作る傾向になって我々がお手伝い

することも仕事になっています。これら 4 種類が、

僕らが関わっている仕事と自己紹介としています。

その他研究や教育に携わっていますけど、その部分

は省略します。デザイナーであった私が、がどうし

て人を繋ぐ仕組みをし始めたのか、いくつかきっか

けがあります。それは、阪神淡路大震災の時に見た

風景でした。　

設計のためのワークショップをやっていたら

ショップに来てくれというコミュニティはすごい高

くなって設計が終わったらワークショップは終了に

なり、もったいないと思いました。
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公共空間に民間の人の活用を

我々は、大阪・梅田に事務所を持っていまして大

阪のおばちゃんたちが公共空間を勝手に使いこなし

ているのを見て力強いなあと思っています。2003

年から学生たちと一緒に公共空間を使いこなしてい

るケースを調べたことがあります。結構使いこなし

ている人たちがいまして、こういう人たちが増えた

ら街は楽しくなるなと感じました。確か天神橋筋商

店街でしたか。午後 3 時に銀行のシャッターが閉

まるとおばちゃんが乳酸飲料の店を勝手に開くので

す。そしてどこからともなく高齢者とか障害者が集

まって来て楽しそうにお話をしています。おばちゃ

んの存在が人を集めるきっかけになっているので

す。今日もおばちゃん来ているかな、それじゃ行こ

うかと外に出て来ます。おばちゃんは引きこもりを

防止して福祉的な役割を持っているかもしれませ

ん。

おばちゃんは空間の読み取り能力が相当高いで

す。階段の段差を利用して椅子の後ろを切っていま

す。ちゃんとフィットするようにカスタマイズして

いますから、街の中の存在感を発揮しています。あ

の人がいるから行こうとテーマ型のコミュニティが

生まれていて、しかも半径 10㍍ぐらいを掃除して

帰ります。こんなおばちゃんが 20㍍毎に座ってい

てくれたら清掃のための税金が要らないかもしれま

せん。ある時期、銀行が統合されて銀行の代わりに

ブティックの店になりました。午後 8 時まで営業

するのでおばちゃんは少し移動して並んでいる自動

販売機の間の隙間を見つけて乳酸飲料の店を出しま

した。自動販売機、手動販売機、自動販売機に並び

が出来て、お客さんも来ています。
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こういう人が街にいるならハードで全部創り過ぎな

いで、どこかで街をデザインすることを止めてその先

は市民の活動に委ねたいという判断が重要になってき

ます。至れり尽くせりでベンチも手すりも全部創りま

した、安全でしょうと。設計者側が、やり過ぎなくて

も市民がそこまでやりますと言ってくれたのだったら

設計を止めればよいと感じたのです。ハードとソフト

のバランスを街の中で考えて見たくなったのは、この

おばちゃんの影響かも知れません。

そんな目で見ると街には色んな人がいるのです

ね。線路ぎりぎりまで庭仕事をしていたり、道路植

栽帯にネギや大根を植えていたりします。このよう

な人が活動するからミドリがモコモコになっていま

す。こういう活動がもう少し繋がって行ったら緑の

空間がずっと続きます。電鉄会社が線路沿いの庭を

あと 2㍍使っていいですよと開放す

れば沿線の風景はガラッと変わるで

しょうね。電鉄会社自身が同じこと

をやろうとすれば大変です。樹木を

植えて維持管理費を投入しなければ

なりません。民間の人に 2㍍開放す

るだけで緑の空間が出来て良好に維

持管理されているという状態を作っ

ていくことが出来るのではないかと

考え始めました。つまり民間の力を

どう街の中に出して行くのか、家の

中でやっていた活動をどう外に出し

て行くのかが大事なのじゃないかと

思いました。

人を呼ぶのは、人

2005 年に大阪府公園協会から頼

まれて雑誌を作って見ないかと言わ

れました。仲間と一緒に「OSOTO」

（おそと、年 2 回発行）を作ったこ

とがあります。昔は外で色んなこ

とをやっていたのに、それがどんど

ん室内に取り込まれて行った風潮が

あります。ふと気付いたら街が寂し

くなっていました。これはまずい、

21 世紀はもう一度、家の中で出来

ることを外に持って来ることを考えるべきで、例え

ば水辺ランチをやっています。家の中でも食べられ

るのですけど、あえて中之島・剣先公園に集まって

ランチするとおいしそうと話も出来ます。それだけ

で違った関係性が生まれます。そんな外で活動する

人がいっぱい出て来たので、中之島は賑やかになっ

て来たと感じています。

アイロン掛けを外でやって見たらどうかと、エク

ストリー・アイロニングというスポーツが出来まし

た。アイロンを背負って走ったり泳いだりゴールを

目指して、アイロン台と皺くちゃのシャツが並んで

いて美しく仕上げた人が 1 位というスポーツです。

世界大会もあり、バカバカしいけど大真面目でやっ

ています。

例えばシャッター街の地方都市でエクストリー・
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アイロニングを開催したらどうなるでしょうか。一

度見に行こうと人が集まり、お茶を飲む人も、買い

物をして帰る人もいて人の流れを作るかも

しれません。商店街でこんな商品がありま

すよと叫んでも郊外型のショップには勝て

ません。しかもインターネットの中で買い

物が出来る時代ですから、人が商店街に行

く理由がありません。人を呼ぶのは商品、

建築物かも知れないけれど、やっぱり人が

人を呼ぶのが一番大きいと思います。僕た

ちが駅前に行っていたのは噴水があると

か、銅像が立っていたとかではなくて、あ

の人に会えるかも知れないというドキドキ

感でした。人が人を呼ぶのであれば、その

マネージメントがとっても大切になるので

はないかと考えました。

兵庫県立有馬富士公園

公園に遊具を置くのも一つの方法です

が、遊具は飽きるのです。遊具は声をかけ

てくれないので公園にはコミュニティが必

要という状態が公園を楽しくすると考えま

した。兵庫県立有馬富士公園は 70㌶、甲

子園球場で 15 個分あります。そこに 70

団体のコミュニティが来て日替わりで色ん

なことをやっています。水辺の生き物観察

会をしたり森の音楽界を開いたり、夜に星

空を見る会があるというわけです。今日は

どんな団体が何を開催しているか、ずらっ

と書いてあります。天体望遠鏡を子供たち

に見せる人もいます。おじさんの自慢もあ

りますけど、子供たちはびっくりします。

遠くのマンションの窓枠の汚れまで見えま

す。すげえと言われるとおじさんたちは満

足げです。公園は彼らにお金は支払ってい

ません。自分たちがやりたいことをやって

いるだけです。このような催しを兵庫県の

ネットワークで発信しています。県は会議

室を無料で貸し、小さい倉庫を提供してい

ます。ただ自分たちだけで楽しむ活動は止

めてください、公園へ来る人たちを楽しま

	

	

 	

せるサービスをやってください。そういう条件なら

夢プログラムに認定されるという仕組みです。
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年間来園者数はオープン当初は 41 万人、5 年後

に 69 万人、昨年は約 80 万人になり、徐徐に来園

者は増えて来ています。公園スタッフの努力もあ

りますけどコミュニティの 21 団体の活動が貢献し

ています。21 団体にはフアンがいて約 200 人の名

簿が出来てメールを発信すると 2 割の 40 人が来て

くれます。月に 4 回開くと 160 人になります。勝

手にお客様を集めてくれるのです。このような団体

が、21団体から始まって今は85団体ありますので、

徐徐に 80 万人ぐらいに増えて来ます。公園管理者

は全然関係してなくてコミュニティの方が勝手に人

と人との繋がりをつけて人を寄せているということ

です。ディズニーランドでも初年度が一番来園者が

多くて、徐徐に下がっていってアトラクションを新

しくすると少し増えるけどまた下がるという繰り返

しです。デパートやテナントの施設も同じですね。

オープンした時の来館者が一番多くて少しずつ下が

りテナントを入れ替えてまた増えるけどまた減って

いく。ディズニーやデパート、テナント施設等は大

量に人を集めるが減るのも早いです。コミュニティ

は人数が多くないですがじわじわと増えて来ます。

また来館者の減る率を少なくする効果もあります。

コミュニティの活動がなかったらもっと減っていた

かも知れません。しかし、減る率が緩やかだった。

2 年目からは当初の予想より大分上を行く来館者が

あったということです。

大阪府の泉佐野丘陵緑地

大阪府の泉佐野丘陵緑地というところで、2007

年からパークマネージメントの方法を公園造りに生

かしながらやってみようという試みがありました。

それは、今も続いています。コミュニティの団体を

どう作っていくかということを検討しましたが、有

馬富士公園みたいに普通の公園の創り方ではなくて

新しい公園の創り方が出来るのではないかと思った

のです。公園の平面図を見ますと全体のうち 2 割

ほどはきちんと造成されていますが、あとの 8 割

は白紙のままでした。実はこれで完成形なのです。

10㌶の公園を 10 億円かけて整備するぐらいなら、

2009
11

2009 21
2010 28
2011 34  
2012 20  
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2 割だけ整備するために費用 2 億円を使います。

8 億円を残し未整備の山のままにしておきます。園

路だけを造り、小屋をいっぱい立てて置きチェーン

ソーやノコギリ、クワ、カマ等を入れて置きます。

トイレも設置しておきます。あとはコミュニティの

団体を毎年 1 つずつ作っていって、団体の人たち

が公園造りをやります。入口から入って 2㌶分は高

齢者も障害者も全部使えるユニバーサルデザインの

公園になっていて園路に沿って歩くと小屋があって

コミュニティの人々が一緒に公園を創っていきま

す。公園創りの技術を教える養成講座を開いていま

す。

参加者は定年後の方が多いです。実際は奥さんに

リードされて応募させられているようです。亭主に

毎日家に居られるより外に出てほしいと願う奥さ

んが勝手に応募しているのです。だから 1 回目の

ワークショップは物凄く機嫌の悪い人が多いです。

しかし、11 回の講座をすべて出席しないと修了出

来ないのです。サボったらそこで失格になります。

今年は 20 名、昨年は 34 名が修了出来ました。こ

の人たちは途中から楽しくなって来ます。森の中に

入って色んなことを学び、樹を切ったり道路を造っ

ていったり楽しくなるのですね。6 回目ぐらいの講

座からお昼の時間ですよと呼んでも森に入ったまま

戻って来ません。北海道出身のスタッフがいて牛が

首から下げているカウベルを鳴らすとよいかもと思

い付き、カランカランと鳴らすとぞろぞろおじさん

たちが出て来ました。大輪会という企業グループの

方々が 2 億円を公園に寄付して

くれて運営しています。関空に関

わっている企業も参加されてい

ます。りそな銀行が窓口になって

大阪府下 70 カ所以上の CSR 事

業で公園を造っていくという応

援をいただいています。ヤンマー

や大林組等がユンボやお金を出

してくれていて毎年 2,000 万円

ずつ使いながら公園を創ってい

ます。

こんな団体が 10 個出来ると

「ようこそ」と迎え入れてくれる

公園になります。案内もしてくれ

ます。公園は維持管理費が結構高いのですけど最初

の投入が 2 億円ですから 1 割の 2,000 万円ぐらい

で済んでいます。それを年間 3,000 万円にしても

10 年後には合計 5 億円で公園が出来て「ようこそ」

と言ってくれる人も作れるということです。

鹿児島の某百貨店

鹿児島の某百貨店は、地域の元気がなくなって

きている。そんな場所に出来た 10 階建てのビルで

す。各階のエスカレーターのそばにオープン・ス

ペースを創って見ませんかと提案しました。各階に

計 10 か所に市民活動団体が入って来て日替わりで

色んな活動をします。現在 220 団体もありますの

で各階は毎日色んな催しが行われます。今までの百

貨店は友の会を作ってお得意さんを組織することだ

けを考えていました。しかし、いまやイオンやジャ

スコに行く人も多いです。インターネットの中の大

きなショピングセンターで買い物をする人も圧倒的

に増えているかも知れません。そういった理由か

ら、商品やサービスの魅力を提供しても商業施設へ

来てくれません。この人たちに来てもらうためには

コミュニティが個別にやっている活動の魅力で百貨

店に来てもらうしかないと考えました。例えば鉄道

フアンの会なら全国から 20 人は来ます。ラーメン

についてとか乳がんに問題意識を持つ人の集いとか

フリースクールの人たちが育てた野菜を買いたいと

かかなりテーマに特化した NPO 団体やサークルの
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活動についてなら九州中から来るでしょう。私の

友人が北海道・岩見沢の駅舎を設計しました。JR

が残した古いレール（1908 年、イングランド製、

1903 年ドイツ製）を窓のサッシに使ったのです。

レールに文字が残っていて全国の古レールフアンが

全国から北海道まで見に来るのですよ。それが分

かって駅舎は 70 本ほどのレールを紹介するパンフ

レットを作りました。同時に古レール・サミットを

開催しました。沖縄を含めて全国から 300 人が集

まりました。

鹿児島の某百貨店でも同じような催しをすれば人

は来てくれます。書店がテナントに入っていれば鉄

道マニア向けの本を並べれば売れるわけです。コ

ミュニティとテナントの活動、両方をやりましょう

というのが基本的な提案です。各階のエスカレー

ターの近くにコミュニティのためのスペースを確保

して、地域の方々が写真展を開いたりアーティスト

の作品展をやったり外遊びを紹介する会を開催した

りします。2 年経ちましたが正直に言うとコミュニ

ティ目当てに来たのかお店へ買い物に来たのか、あ

るいは売り上げにどう影響しているのか、把握され

ていません。コミュニティの数は徐々に増えて 40

団体からスタートして現在は 220 団体に達してい

ます。いままで公民館等で活動していた団体が百貨

店で活動するようになります。スペース借り料は

1,000 円とか 2,000 円です。テナントの賃貸料に

比べたら問題にならないほどの金額です。

しかし地域のためにスペースを提供していますと

PR していると鹿児島の某百貨店にテナントが入る

ようになって来たのです。地域に感謝されるような

施設に店を出したかったというわけです。人気が出

るものですからオープン・スペースをテナントに貸

そうとします。10 カ所のスペースのうち 4 カ所ま

でショップに貸しました。何カ所残すかは経営判断

です。スペースが少なくなるのはちょっと心配です。

あべのハルカス近鉄本店

2011 年に近鉄さんが声を掛けてくれました。ご

承知の通り日本で一番高いビルが出来るのですが、

日本で一番床面積の大きい百貨店になります。大き

すぎることに社長が相当心配していました。どこの

デパートも苦戦する中で日本一の床面積を持つこと

は相当苦しいというわけです。梅田には阪急もあっ

て北ヤードもあって、難波も仕掛けつつあるなかで

の天王寺ですからね。ここに新しい仕組みを作らな

ければならない。鹿児島の某百貨店より 10 倍も広

い場所ですから、同じようなことをやりますけど規

模を拡大しようとワークショップに 50 の市民団体

を集めて 4 回やることをワンセットにして、話し合

いました。どんなことをするか、百貨店のクオリティ

にしてください等々について話し合って 50 団体が
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近鉄百貨店で試験的に行いました。別に新たな 50

団体のプログラムを実施、さらに 50 団体と重ねて

行って約 200 団体以上の活動をグランドオープンに

繋げていこうと目指しています。天王寺ですから奈

良や和歌山、大阪市内からも来てくれます。NPO を

含めて大阪府下には約 3,000 団体があると思われま

すが、最初にクオリティを持ってもらえば後から入っ

てくる団体も恥ずかしいことは出来ないとなります。

延岡市駅前商店街

宮崎の延岡市でやっているのはそれを平面で展開

したような感じです。先ほどの有馬富士公園に近い

と思いますけど野球場 20 個分ぐらいの大きさでし

かも駅周辺です。延岡市は人口 13 万人で、駅前商

店街はご多聞に洩れずシャッター街です。アーケー

ドの下はほとんど誰も歩いていない。「昔は歩いて

いたんだけどな」みたいなことになっています。駅

の周辺を全部公園に見立てたらどうかということ

で、地図を見ますと延岡駅前、駅裏、幸町商店街、

山下新店街はじめ神社やカフェ等全部入ってしまう

ほど大きいのです。延岡の中心市街地に年間 80 万

人が集まる場所にすればカフェを開きたい、雑貨屋

をやりたいというような市民が増えて来るのではな

いかというのが延岡での基本的な考え方です。大き

な公園と見立てればよい、ちょっと刺激的に言うと

空き店舗や空き地がどんどん増えてくればより公園

らしくなりますね。空き地のオーナーに借りられま

すかと持ちかけます。空き店舗は屋根のある中で活

動出来るスペースにします。本当の公園ならお店を

あんまり作るわけに行きませんけど、ここは商業施

設がいっぱい残っています。商店の多い公園みたい

なものが生まれるのではないか。だったら有馬富士

公園のようにパークマネージメントが出来て商店も

買い物をして帰ってもらえるようなことになると

思っています。そうなると必要なのはコミュニティ

です。活動してもらえる 60 団体に集まってもらっ

てワークショップを始めました。
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どこで、どの団体が何時から、どんな活動をする

か皆で話し合って、仲間を増やそうと現在は 140

人に来て頂いています。駅周辺でどんなことをする

か、話し合っています。延岡駅自体もリニューアル

されることになりました。現在は設計中で駅舎の中

で何かやりたいというグループもあるし、駅

前広場でやりたいグループもある、駅裏にも

広場が出来るようです。色んなことが話し合

われています。グループの人たちが友達を連

れて来てちょっと買い物をして帰るという日

常的な人の流れを作る。これが我々の取り組

んでいることです。コミュニティには地縁型

とテーマ型があると言われています。地縁型

は自治会や商店街組合、老人クラブ、婦人会、

子供会と言われるもので地域の縁で結び付く

ようなコミュニティです。今まではうまく運

営して来たはずですが、今は地縁型のコミュ

ニティの力が弱っている時代と言われてい

ます。逆に力を付けているのがテーマ型のコ

ミュニティで、NPO が盛んに出来てサーク

ルやクラブ活動は元気、色んな市民活動が生

まれています。

線路跡地活用（大分）

時間の許す限り大分、横浜、佐賀、東京・

立川のプロジェクトについてお話します。ま

ず大分のプロジェクトですけど JR 大分駅が

今改装中です。博多駅が完成したので次は大

分駅というわけで、でっかい駅を造っていま

す。同時に日豊本線を高架化しました。その

ために大分県が周辺用地を買収し、用地の上

に高架化して最後に県の土地と JR の土地を

交換するのです。県が買収した高架下は晴れ

て JR の土地になるのですけど以前に日豊本

線のレールがあった土地は交換によって県の

土地になりました。レールの跡地ですから細

長い土地で、転売することも出来ますが、県

は公園にすると決めました。細長い公園をど

うしたらよいか、その時に我々に相談があり

ました。高架があって細長い公園があって、

水路があります。水辺の空間もうまく整備す

模造紙をテーブルごとに回覧していく 

線路跡地イメージ 

疑似活動をして想像する① 

れば綺麗になるかも知れません。大分市内にあるコ

ミュニティ団体が 10㍍ごとにエリアを決めて色ん

な活動をすると、市民はこの公園で散歩したりマラ

ソンしたりする度に活動団体に出会うことが出来る

という場所にしたらどうかと提案しました。
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鹿児島の某百貨店や延岡のケースを横に繋げた感

じですね。細長いところに 200 団体がずらっと並

んで色んなプログラムを展開し、野菜を作って売っ

たり、その横を通り抜けられるようになっていると

楽しい場になりそうです。設計は後回しにしてコ

ミュニティの団体に集まってもらっています。この

スペースがあればコンサートが出来るとかカフェに

したいとか、また細長さを生かして綱引きのイベン

トはどうかとか、それぞれが疑似体験している段階

です。ほかにアスレチックやバスケットコートを

創ってはという意見もあります。10 チームに分か

れてそれぞれがアイデアをまとめているところで

す。よいと思うアイデアにシールを張って行って賛

意の多いものをどういう風に展開するか、全員で考

えます。最後にそれを実現するため空間の設計に取

り掛かります。団体が入れ替わりでも対応出来る設

計をお願いしています。

東横線の跡地利用（横浜）

横浜のプロジェクトは東横線の跡地利用です。大

分のケースと似ていますね。実は東横線も廃線にな

りました。JR 横浜駅から桜木町までの間で、JR

根岸線の横に東横線が走っていました。ところが横

浜市がみなと未来線を造ったので、皆はみなと未来

線に乗るようになって東横線は廃線になりました。

こちらは高架の上です。レールを撤去した跡は細長

いコンクリート状の空間をどう利用したらよいだろ

うと相談がありました。横浜には 1000 団体以上の

NPO がありますので、500 とか 1000 団体がずら

りと並び活動しているところを高さ 11㍍から見物

しながら散歩して行くことは出来ないかなと考えま

した。ニューヨークのハイラインを NPO 版にする

ということですね。ハイラインも高架ですし、もと

もと貨物が走っていたところを細長い公園にしてい

ます。何回かニューヨークに行って先方のディレク

ターと話をしましたが、ハイラインはハードを綺麗

に造って皆が散歩するような形になりました。我々

はハードだけでなくコミュニティが何段階も入ると

ころが大きな違いです。人と出会える空間というこ

とです。アメリカ人はハーイとか言ってすぐ話をし

合いますからコミュニティをどうこういわなくても

よいのです。しかし、日本人はちょっと仕掛けがな

いと黙々と何の挨拶もせずに行き来するだけで、楽

しい場所にならないような気がします。そこにコ

ミュニティの人たちがいて「お早うさん」とか、「お

いしいカボチャがあるで」とか言い合って歩いて行

くことが出来たらよいなあと思っています。種々の

理由から市民の方とは接触出来てなくて、ヒアリン

グには行きました。従ってワークショップはまだ出

来ていません。

設計が先に進み、10㍍ずつの場所を造って行っ

て、市民農園が出来て、その野菜を隣のカフェで

使っているようなこと。また遊歩道も造られます。

これからこの空間を利用するコミュニティ団体を見

つけて行くのが我々の作業です。横浜市市民活動セ

ンターに登録されている団体だけで 1130 ありま

す。このうち 300 団体を目的別にスクリーニング
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していって、最初に 30 団体の方々と密度の濃いワー

クショップをやって、その 30 団体が自分たちの信頼

出来る団体を 10 ずつ持って来て 300 団体まで増や

したいと思います。コアメンバーと誘われて来るメン

バーの両方で空間の仲間を増やします。民間企業から

も色々と話を聞いています。宣伝が出来ることもあっ

て色んな企業からの提案が寄せられています。また

NPO を支援する組織もいっぱいあって我々も参加し

1.8km

たいと言ってくれています。来年から市民団体と具体

的にどんな空間にするか、どんな活動をするか話し合

いを進めることになっています。毎年少しずつ行政の

横浜市の役割を減らしていって、市民の役割を増やし

ていこうとしています。5 年ぐらい経ったら維持管理

やプログラム、案内ガイド等全部市民がやり、行政は

財産管理と安全管理だけという状態にしたいと移行プ

ランを考えているところです。
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子供未来センター（立川市）

次に東京都・立川市の場合です。立川市役所はも

ともと駅の南側にあったのですが、北側に移転しま

した。市役所の跡地を子供未来センターという名称

で子育て支援とか地域の活動支援が出来る場所にし

ていこうということで、我々が呼ばれました。清水

建設等 13 社からなる組織がコンソーシアムとして

応募するというので我々も入っておこうとなったわ

けです。我々の提案はいままでとよく似ていまして

市民活動団体をこの地域に持って来ましょうという

方向でした。ただプログラムの 1 つがマンガパーク

というものだったのです。京都市にある国際漫画・

ミュージアムみたいなものを関東にも創りたいとい

うことで、ミュージアムを運営している会社もコン

ソーシアムに入りましたので建設会社等と一緒に作

ることになりました。我々が面白いと思ったのはマ

ンガパークに 5 万冊のマンガが入るというので、マ

ンガとコミュニティ活動を重ね合わせたら面白いこ

とが出来るのではないか思いました。例えば美味し

んぼという料理のマンガが並ぶ場所の前にはキッ

チンが付いていて、地域の料理教室をやっている

NPO が入って地産地消で料理を提供する。またワ

ゴンにキャップテン翼等のマンガを積んで芝生広場

に運び、地域の人がサッカー教室を開くというよう

にマンガのテーマとコミュニティ活動をくっつけて

行く。その他にテニスや将棋、囲碁の教室という風

に組み合わせがいくつも出来たらと考えています。

立川はマンガの聖地と言われているそうです。

マンガに登場する風景がたくさんあってマンガ

ファンはよく立川に来ているらしいです。マンガ

の得意な者をスタッフとして常駐させています。

彼女はマンガと市民活動団体をくっつけるような

テーマをいろいろ考えてくれています。市民団体

とヒアリングを行っていますが、マンガを読んで

もらわなければなりません。いままでの活動と少

し違いますけど、マンガでちょっと得したような

プログラムにしてもらえるとよいなと思います。

現在 36 団体を回っているところで、美味しんぼ

に登場する料理は本当においしいのか、ちょっと

作って見ようかと言ってくれたりしています。
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■佐賀まちなか再生計画

次に佐賀のプロジェクトです。佐賀市は人口 25 万

人ぐらいでしたか、ご多聞に洩れず中心地は駐車場だ

らけです。これが真ん中ですよ、お城があって玉屋と

いうデパートがあったり、ムツゴロウ広場があったり

して中心地なのに建物は歯抜け状態です。どういう風

に街中を再生したらよいか、建築家を通して 2012 年

から関わっています。駐車場がたくさんあるのは素晴

らしい、全部公園にしたらよいと言っています。駐車

場は中心地の周りの四隅に整備して真ん中は公園とし

て見立てたら、ショップの多い公園見たいになるで

しょう。延岡に近い考え方です。公園の周辺の駐車場

は行政が土地を買い上げたり、借り上げたりして整備

したらよいと思います。周りに車を止めて公園内は歩

きます。公園内にいっぱいあった駐車場は全部ミドリ

にします。駐車場の土地所有者からは利用権を借り上

げてもらい、周辺の行政所有の駐車場と利用権の交換

をします。そうすると元の公園内のオーナーにも駐車

場代が入って来ます。佐賀ではクリークと呼ぶ水路が

いっぱい走っていますので公園と一緒に使えます。空

いているスペースにコンテナをいっぱい置きます。コ

ンテナの中には雑誌が並べてあって見に来たり、コ

ミュニティの人が活動の場にしたり、カフェにしたり

します。またコンテナは移動出来て昼は芝生広場でお

店にすると夜は楽しいカフェになるという具合です。

今の空き家をショップにするなどじわじわと広げて行

くのが基本的な考え方です。コンテナは地域の工務店

が改良したもので、建設会社の所有ですけど、佐賀市

が備品として借り上げています。

実際に我々がやることは活動団体 60 人とのヒアリ

ングをして、その友達も連れて来てもらって計 100

人と一緒に活動しています。ヒアリングの結果、佐賀

の魅力と悩みはどういうことか、街中で何を求めるか

いろいろ聞きました。賑わいを取り戻すために 3 ス

テップを考えました。100 人に 3 日学校を開き、どう

すれば街中が元気になるか学んでもらうのですけど、

第 1 日は考え方、2 日目は応用編、3 日目は実践のた

めにと受講して 3 日間だけワークショップをやりまし

た。その間フェイスブックで情報交換しています。1

日目は佐賀の魅力や課題についてそれぞれカードに書

いてもらい、共感するカードにシールを張ってもらい、
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共有することが出来ました。人が自然に集まる場所が

ないとか持続的なイベントを行う仕組みがないとか、

課題についてどう乗り越えるか 5 チームに分かれて話

し合いました。昔は街中で色んなことをやっていたの

ですね。昭和の写真を見ても江戸の絵図を見ても外で

いろいろやっていたから街が賑やかなように見えてい

たのです。我々も皆が見えるところ、通路や水路でや

りましょうと活動チームを1つ作りました。もう1つ、

空き地で活動出来るチームを作りましょう。さらに空

き家で活動するチーム、また大型の商業施設の中で活

動するチームと計 4 チームを作った上で、これらの活

動ぶりを伝える情報発信のチームをもう 1 つ作りま

した。我々の活動は滅私奉公でなくて、ボランティア

でもなくて楽しいと思うことをやりましょうと言って

います。辛い感じになったり労働ぽくなると続きませ

ん。我々は趣味の活動をしているわけです。お金をか

けてやる旅行やテニスやスキー等をやる楽しさとお金

もらわないとやってられないようなことの間のバラン

スをうまく取っているのです。8 割が趣味の世界で 2

割が地域のためというバランスが大事です。仕事の時

間ではなく余暇の時間を使って活動すること、佐賀で

は「よか活動」と呼んでいます。「よか活動」は 291

種類も出て来ました。全部出来るわけがないので 12

種類に分類して、今日からすぐスタートするというこ

とで、空き家チームの「うちん食卓でめし食わん」と

いう活動でした。佐賀のお母さんたちの手作り料理が

食べられるようなカフェを開きたいというプロジェク

トです。実際は持ち寄りおかずカフェで、実践編では

法制度がどうかとかお金の取り扱い方とか、相談会を

やりました。その他、佐賀のうまかもん市活動や古本

交換市場等があり、相当たのしくやっています。

あるグラフイックデザインと印刷業の四十代社長で

すけど、私の本（コミュニティ・デザイン）を読んで

みようとしてアマゾンで注文したところ、クレジット

カードの残高が残ってなくて買えなかったそうです。

それをフェイスブックでつぶやいて、我々の事務所

の 1 つに三重県伊賀事務所があるのですが、スタッフ

がそれを見て佐賀で頑張っている人だから本を送って

あげようと、アマゾンの空き箱に入れてイガゾンと書

き換えて送りました。社長は最初驚いたそうです。コ

メントに本代 0 円、配送料 3 万 5000 円とあり、但

し食事をおごってくれることも可能と書いてあって

ジョークと気付いたのですが、こんな楽しいことをし

ているのならと第 2 回街中 3 日学校にはたくさん集

まりました。社長が参加しているチームはなぜか全員

上着を着ているのです。最後に集合写真を撮ろうした

時、パッと上着を脱いだらイガゾンとプリントした T

シャツを着ていたのです。このように皆が楽しんでい

ます。私の本を買うよりお金がかかったと思うのです

けど、皆が集まってワイワイやっていること、これが

大事だと思います。

おわりに

関西国際空港の中で何か活動するとすれば、市民

にいかに楽しんでもらえるか、空港が市民に何が出

来るかを徹底的に考えながら雰囲気つくりと活動の

舞台の場を作ることができます。市民が人を呼んで

来たら結果的に空港利用者が増える、また空港を降

りた人がこんなことをやっているのかと家族を連れ

て来るとなるかも知れない。空港に来ない人をどう

来てもらうか、ということになれば空港の機能とは
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違う機能をいっぱい入れていかねばならないので

す。商業施設や遊園地を入れるのもよいのですけど、

市民が活動することによって友達が来たり、同じ活

動をする人が全国から集まったり、人と人との関係

性で人を集めるやり方もあるわけです。そして帰り

に物販店で買い物をして空港のレストランで食事を

するという流れを作ることが必要ではないかと思い

ます。地域が求めていることをどう企画に入れて行

くか、関西国際空港という場所が「三方良し」の思

想でやっていくことです。つまり会社が良くて、利

用者が良くて、さらに世間が良しの三方をうまく繋

げていくことが重要な考え方である気がします。少

し時間がオーバーしましたが、以上で僕の話題提供

は終わりとします。どうもありがとうございました。

A：お話をお伺いして私共の会社との発想の違いに

驚いています。私の所属はイオンのサービス関連会

社でメンテナンス、テナント誘致、イベント等を担

当しています。私共の会社でも、関空でもお話の内

容を実施できればおもしろいのではないかと思いま

す。

山崎： 

　　　　集客数　　　回　数　　　費　用　

このような図をお示しすることがあります。

集客の仕方を示している図です。逆三角形・三角

形・逆三角形を横並びにして、左側の逆三角形がイ

ベントの規模つまり集客の動員数、中央の三角形が

イベントの開催数、右側の逆三角形がイベントにか

かる費用です。それを上・中・下に横線を引きます。

上が大規模イベント、たとえば SMAP（スマッ

プ）を呼んでコンサートをした場合、左側の逆三角

形の面積は大きく、集客は東京ドームで 1 回 5 万

人といったように非常に多くなります。しかし中央

の三角形の面積は小さく、開催数は年間何回も出来

ない。また、右側の逆三角形の面積は大きく、費用

は莫大にかかるということを示しています。

中段はイオンさんなどの企業がよく開催されるイ

ベントです。集客はスマップのコンサートほど多く

はありませんが、回数は毎月 1 回程度行うことが

でき、1 回あたりの費用もスマップのコンサートほ

どはかからないという規模です。

一番下が、今日お話したケースに当たります。様々

な市民団体や NPO 団体がボランティアで主催する

イベントのケースです。各団体の集客力は 1 回に

つき 20 〜 50 名程度と少ないです。しかし、200

団体ぐらい集まり、各団体が月に 1 回程度のイベ

ント（我々は「プログラム」と呼んでいます）を行

えば、年間で 2,400 回入れ替わり立ち替わりプロ

グラムを実施することになります。月に 1 回では

なく 2 回になれば 3,000 〜 4,000 回やることにな

り、プログラムの数はものすごく多くなります。1

日に 10 団体程度がほぼ毎日様々なプログラムを開

催していることになります。会場は、使われていな

い部屋や空間、小さなスペースがあれば、そのよう

な場所を無償で提供するだけです。

プログラムが終われば彼らは掃除をして帰ります

から、掃除道具を貸し出し、プログラムに使う道具

類を保管する場所を提供するだけで済む程度です。

彼らが勝手に来て、鍵を開けて、活動して、終われ

ば掃除をして片づけて帰ることになります。会場を

貸す側はほとんど手間も費用もかかりません。

1 プログラムの集客力は少ないですが、いろんな

人が毎日訪れますから、年間トータルの集客効果は

大きく膨らんでいきます。

これを関空で応用すれば、関空の周辺のみならず

大阪や神戸、関西一円の NPO にも呼びかけ、関空

で関西の各 NPO にイベントを開催して頂きます。

当然、プログラム内容や規模についてはルールを決

めて、各 NPO に徹底して頂くことはしなければな

りません。関空で様々なプログラムや趣味の会がで

きれば、例えば、お隣の奥さんに誘われたからと

いって、いままで関空に行ったこともない人たちが

集まってくる可能性もあります。外国からの来訪者

や関空の通過客だった人たちも興味を示すかもしれ

ませんし、それが話題になってさらにいろんな人が
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集まってくるかもしれません。

活動団体の人たちには主婦の方や、定年を迎えた

方が多いので、プログラムが終わった後に、お茶や

食事、買い物をして帰る人が出てくるかもしれませ

ん。

いままで、多くの企業は、市民とふれあうことは、

クレームを受けるのではないかと心配して、あまり

実施してこなかった傾向があります。クレーマーと

よばれる市民はごくごく一部の人で大半の人たちは

そんなことはありません。むしろこの施設（空港や

百貨店等）でなにかやりたいと思っている人たちが

います。そのような人たちに活動をしてもらい、一

般の市民の人たちを呼び込んでもらうという形があ

るのではないかと思います。

ちなみに、行政は市民とふれあうのを怖がりがち

です。市民になにかあった場合、すぐに非難を受け

やすいので、最初に行政の人たちに相談されたとき、

絶対いやだ、発注したくないといわれました。しか

し、徐々に徐々にやっているうちに「ほら市民だっ

てこういう市民もいるんですよ。」と言ったら、行

政の人たちも「じゃあ、やりますか。」ということ

を言ってくれました。そうすると、なにが起きるか

というと、クレーマーとよばれる人と行政の間に、

このプロジェクトに関わっている市民が間に入って

くれる構図ができるのです。泉佐野の公園にクレー

マーが来て「税金の無駄遣い」と言ってくると、す

でに 120 人の公園を作る市民のボランティアがい

て、そんなことはないと言ってくれます。まず、市

民の中で解決するようなことが起きてくるのです。

例えば、関空の中でテナントや運営会社にお客様

からクレームを頂いたとき、そこに市民団体の活動

家がいることでお客様の態度が変わるということが

あります。先ほどお話ししました鹿児島の某百貨店

オープニングの時にあるお客様が、「駐車券のハン

コをどこでもらえばいいのか」とそこで活動してい

る市民団体に聞きました。当然店の人だと思って聞

いたのでしょうが、聞かれた女性は「さあー」と言

いました。「さあーとは、あんた店の人とちがうのか」

「いや私は市民ですよ」「あ、すいませんでした」と

いったように態度が変わったということがありまし

た。

お客様は神様ですとばかり言っていると二極化し

た関係を続けなくてはいけませんが、来店客が「お

店の人かな、市民かな」と戸惑う感じて節度のある

行動をしだすと、その商業施設の雰囲気が少し変

わってきます。鹿児島の某百貨店は商業施設という

ことを感じさせないですね。買い物集会所といって

いるのですが、買い物しながら集会ができるような

場所になっていますので、いわゆる商業施設とはぜ

んぜん違う雰囲気になっています。そんな関係性が

生まれるというのも商業施設の中にコミュニティが

入っている一つの利点なのかなと思っています。

B：街の空きスペースを活用してヤクルトを売って

いるおばちゃんの話がありましたが、私の故郷は高

知で、小さいころから町の道路で日曜市が開催され

今でもずっと続いています。最近は市の数も増えて

きているそうで、売り手、買い手、それに観光客に

も人気があるということで、「三方良し」というこ

とかなと思いました。あべのハルカス近鉄本店にも

関わっておられるということですが、最近オープン

した阪急うめだ本店には祝祭広場があるとのことで

すが、こちらにも関わられたのですか。今日のテー

マは関空ですから、関空の広場で国際的な商品でも

売ってくださいというようなことになるのでしょう

か。

山崎：大阪の某百貨店さんは 2 年ぐらい前の相談

に部長さん以下何度も来られました。私共の事務所

の近くですから。大阪の某百貨店も中に広場という

かスペースを作るので、いろんな事例を用いてお話

ししました。彼らは私たちと一緒に仕事をしたかっ

たようですが、市民の人たちにやってもらうという

ことに関しては大阪の某百貨店の社内で不安もあっ

たようです。

祝祭広場みたいなところで市民の方々に活動して

もらってもいいんだけれども、たとえばマイクの

コードにお客様が引っかかって転んで怪我をされた

らどうするか、だれの責任になるのか、市民活動を

している人は責任を取れないとなると、大阪の某百

貨店が責任をとることになるのではないか。そう

いった議論があって、市民が関わることはできな

かった。担当者はとても残念がっていました。イベ

ント会社が入って車を展示するといったようなこと

になるようです。これから、様々なことを実施され、

何年か後には市民が関わるような仕組みを行うこと
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になるかもしれませんが。

近鉄本店は、庶民的というか市民の活動をいれて

いこうということで、ある種の英断をされています。

C：今の話で、私もコードに引っかかったらどうす

るかといったようなお役所的なことを思わず思い浮

かべてしまい、実現にはこんなことも乗り越えなけ

ればならないんだろうなと思いながら話を聞かせて

いただいておりました。関空は年間約 1,300 万人

にご利用いただいていますが、ほとんどが通過旅客

です。商業施設の充実を図って、収益を上げるといっ

た商業ベースの取り組みは盛んに行われてきた一

方、お話のコミュニティ活動、市民活動のようなこ

とはこれまではあまり議論されたことはなかったと

思います。今回は貴重なお話を伺えましたので、持

ち帰って是非、参考にさせていただきたいと思いま

す。関空にはまだ場所もたくさんありますので。

山崎：今日お話ししました有馬富士公園は、新三田

という駅から徒歩で 30 分ぐらいの山の中にありま

す。大阪の都心から 60 分程度電車に乗って 30 分

程歩いた場所です。タクシーでは 5 分で着きます

が。関空も大阪都心から 1 時間程度ですが、関西

の NPO に呼びかけて、やり方次第では関空が持っ

ている力を発揮できると思いますよ。

D：質問ではないのですが、今日の鹿児島の某百貨

店のお話の中で、三角形の図で説明されていた新た

な需要が創出される例を伺ったときに、LCC のピー

チ航空の井上社長の話を思い浮かべました。LCC

に乗られるお客さんは、安いから乗られるというこ

とですが、これまでの需要の主流だったビジネスで

も観光でも無い需要として、例えば、お年寄りが故

郷の墓参りに利用するという需要を生み出してい

る。いままで航空機を利用しなかった人々が新たに

飛行機を利用するという多様な使われ方が、需要を

生み出しており、結果として高い搭乗率につながっ

ていると言われた話を思い出した。

山崎：まさにそうだと思います。三角形で上に上がっ

ていく表現がいいかという点がありますが、いまま

ではデパートに来なかった人のことですね。

設計をされている方はご存じかもしれませんが、

1980 年代に、デコンストラクティビズムという脱

構築主義というムーブメントがありました。この時、

いくつか検討された一つに、ベルナール・チュミと

いう人が提唱したクロスプログラミングという考え

方があります。そのクロスプログラミングとは、図

書館という建築の用途だけであれば図書館しかでき

ませんが、図書館に他の機能を加えていけばいまま

でと違った体験ができるようになるというもので

す。彼はパリのラ・ヴィレット公園を設計しました。

公園内にポニーと呼ばれている赤い小さな建物をた

くさん設置してその中の一つにピアノバーがありま

す。ピアノバーにもかかわらず、そこにマラソンコー

スが徐々に上がってピアノバーの建物の上部に入り

込んでいます。マラソンをする人がピアノバーの中

を走り抜けていくような構造を作っています。する

と、ピアノを聴きながら飲んでいる人の上を、息を

切らしながらマラソンランナーが走り抜けていきま
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す。ピアノバーにいる人は驚き、ランナーはなんで

こんなところを走らすのだと驚く、彼はこれをイベ

ントと呼んでいます。

たとえば、プールの中に様々なものを差し込んで

いくようなとこを考え、いままでなかった体験を空

間の中につくれないかということを提唱していま

す。ポニーを配置換えしていくと、マラソンランナー

は前回走ったときはピアノバーだったから今回もま

たピアノバーだろうと思っていたら全く違うものが

ありドキッとする驚きが新鮮味あるということを計

画していました。しかし、2 ヶ月ごとにポニーの配

置換えができなくていつ通っても同じだということ

で飽きられてしまって、クロスプログラミングはつ

まらないということになったそうです。

いま我々がやっていることは、まさにクロスプロ

グラミングで、図書館の中で演奏会をしたり、魚介

類の展示販売をしたり、図書館で毎日違うプログラ

ムが行われます。しかし、図書館という本体は変わ

りません。百貨店や空港の本体の機能は変わらない

けれども、その上にクロスするプログラムをコミュ

ニティの力で毎日変えていくことになったら、建築

自体のイメージが定まりません。ショップは変わり

ませんが、このプログラムの部分で新鮮さを創り出

していけるのではないかという気がします。

B：百貨店の事例などは民間ですが、自治体は市民

との接触をあまり好まない傾向があるということで

すが、お話の中で、大阪府さんの泉佐野の公園や有

馬富士公園も自治体が関わっていると思われます

が、これまでの経験から民間でやる場合と自治体を

通じてやる場合とで何か違いはあるのでしょうか。

山崎：我々の仕事の 8 割程度は自治体関連の仕事

です。残り 2 割は民間のプロジェクトで、民間の

プロジェクトには自治体は関わっていません。大阪

に北加賀屋というところがあります。不動産屋さん

が持っている空地を農地に変えて、農業を通じたコ

ミュニティを見出そうとしています。農作物を地域

で育てて地域で食べる、工場地帯であった地域のイ

メージを変えていこうとしています。一時期、アー

ティストが関わっていましたので、アートと農を組

み合わせた街づくりをやっていこうとしています。

これも民間企業だけで行われていて、大阪市役所や

区役所の人は出てきていないという状態です。その

スキームにもよりますが、必ずしも自治体さんと一

緒にやらなければならないということではありませ

ん。

コミュニティデザインというと、コミュニティと

いう言葉はいろんなことを指しますが、集落を支援

したり、デパートを支援したり、支援する人をチー

ム化していきます。役所から頼まれて行政職員の研

修も行っています。市役所の若手職員達のコミュニ

ティを作って縦割りになっている組織を横断化して

プロジェクトを進められる組織にしましょうという

ようなこともしています。

大学の学科をコミュニティとしてまとめて学生た

ちが入学して来るようにしてほしいと依頼されてい

ます。コミュニティデザインをやって欲しいと京都

造形芸術大学の学科長に頼まれて教授をやっていま

す。大学教授達の中にはそれぞれ自分達がやりたい

ことをやることで、学生にデザインを教えている人

もいます。しかし、私は大学で学生に授業をしてい

るわけではありません。年配の教授方達の話を聞い

て「あなたは 5 年間外に出てデザインをしてみる

べきだ。その後、大学に戻って学生に教えるように

するべきだ」というようなことを言って、学科とし

てまとまったコミュニティデザインをつくるという

仕事をしています。大半の教授は大学を卒業してそ

のまま大学に残り教授になっています。そのまま学

生に教えていると、学生は市場の競争力がないよう

なデザインしかできなくなりがちです。ここをなん

とかしなくてはならないと考え、大学のコミュニ

ティ自体を変えていかなくてはならないということ

をいま大学で行っています。これが私の大学でコ

ミュニティデザインの仕事です。

何人か集まればコミュニティができます。これを

どう最適化してパワーアップしていくか、コミュニ

ティエンタテーメントということをいま行っていま

す。

事務局：今日は山崎様に貴重なお話を伺うことがで

きましてありがとうございます。次回は 12 月 11

日を予定しております。追ってご案内をさしあげま

す。
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関西空港の事業価値向上に関する研究会

第 3 回 研究会議事録

（1）開催日時：平成 24 年 12 月 11 日（火）午後 3 時〜 5 時

（2）会　　場：大阪キャッスルホテル 7 階　竹の間

（3）会議出欠者

　1）メンバー

　　○出席者（順不同、敬称略）

米村　博文 栗原工業㈱西日本営業本部　営業部長

吉田　和弘 イオンディライト㈱関空支店長

木俣　　順 中央復建コンサルタンツ㈱　計画系部門総合政策グループ統括リーダー

日下　郁恵 中央復建コンサルタンツ㈱　計画系部門総合政策グループ

徳弘　仁志 三菱重工業㈱関西支社 支店長付

藤本　　勝 五洋建設㈱大阪支店　調査役

作田　善宏 前田建設工業㈱関西支店土木営業部　民間営業チーム長

　　○欠席者（順不同、敬称略）

谷河　秀信 ㈱大林組大阪本店建築事業部営業部　課長

大村　光正 東亜建設工業㈱大阪支店関空事務所　所長

松川　康司 南海電気鉄道㈱経営政策室　経営企画部長

中川良一郎 清水建設㈱関西事業本部企画部 部長

横山　祥生 JFE スチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部　土木建材室長

谷垣　俊彦 関西電力㈱お客さま本部地域開発グループ　課長

玉井　　宏 ㈱きんでん　経営企画部　経営企画部長

橋本　正信 ㈱竹中工務店大阪本店営業部　主任

増森　　毅 パナソニック㈱本社関西渉外室　部長

多賀　　博 東洋建設㈱大阪本店土木部　部長

伊縫　憲幸 ㈱日建設計企画開発部　主管

　2）オブザーバー

池田　　均 新関西国際空港㈱経営戦略室　調査役

鳥井　和樹 新関西国際空港㈱技術・施設部企画グループ

宮城　祥雄 新関西国際空港㈱経営戦略室総合企画グループ　

　3）事務局  

葉山　幸雄 （一財）関西空港調査会常務理事兼事務局長

山内　芳樹 （一財）関西空港調査会　参与　調査研究グループ長

小西　　桂 （一財）関西空港調査会　参与

（4）講　　演

「観光から感幸、感興へ　空港の活性化も、BRANDING 発想」

講師　　甲賀　雅章 氏（大阪府立江之子島文化芸術創造センター館長）

（5）質　　疑
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はじめに

ただいまご紹介いただきました甲賀と申します。

最初に私の仕事のお話をしてそのあと様々な事例を

紹介し、活性化のヒントを皆様に伝えられたらと思

います。

私は、デザインの仕事をやっておりまして、最初

のスタートは広告関係のデザインの仕事でした。

マーケティングに近いデザインをやっていました。

いかにすれば企業が儲かるのか、企業から出て来る

新製品をどのようにして売るか、ということを 20

年ほどやったでしょうか、その頃から少しずつ広告

というものがつまらなく思えて来ました。

1980 年中期頃、景気もよい時期でしたが、こん

なことをやっていていいのか、という自問自答の時

代がありました。広告マンはモノが売れれば喜ぶわ

けです。自分がやった広告デザインやマーケティン

グで企業の収益が上がることに対して喜びを感じる

仕事なのです。しかし、中にはこんな商品を売って

良いのか、或いはこんな企業の広告宣伝をしても良

いものなのか？と思うような依頼もかなりありまし

た。明らかに環境の負荷をかけるような商品であっ

たり。でも、依頼を受ければ、自分がおいしいと思

わなくても、これが一番と表現し、市場を動かさな

くてはなりません。それがアドマンに与えられた使

命ですから。それが、少しずつ嫌になってきました。

同時に広告の限界も感じていました。

次にどの世界に足を踏み入れようかと考えた時、デ

ザインをずっとやってきたのでデザインから離れるわ

けにはいかない。デザインをうまく使って違うフィー

ルドで活かせることを考えました。

デザイン思考で地域の課題や問題を解決して行こう

と。前回この研究会で講演された山崎亮さんと近い考

えで山崎さんはコミュニティデザインと言っています

が、我々はソーシャルデザインと言っています。そう

いうところへ少しずつシフトして参りました。

ソーシャルデザインビジネス

私は静岡市を本拠地として国内外で動いています

が、静岡市に骨を埋めようと感じたのは 1980 年代

中期頃です。ローカルな仕事が多くてクリエイター

から見ると面白くなくて、東京へ行こうかと思った

のですがやはり生まれた土地に対して何か貢献出来

ないだろうかと静岡に留まりました。

静岡市を改めて見直すと、このままではまずいの

ではないかと感じました。市長でもないのですが、

静岡市を何とかしなければと、私のフィールドが企

業から社会や地域に移り始めました。この辺は山崎

亮さんに非常に近い変化の仕方ですね。

産業・経済界の真っただ中から地域に対して出来

ることは何かを考え、まちづくりや地域の活性化に

興味を持ち、日本のいろんな土地へ行ってその土地

がどのように活性化しているのか、あるいは海外の

街づくりと日本の街づくりの差がどこにあるか、調

査、研究し始めました。

それによって生み出されたのが 1992 年に静岡

市でスタートした「大道芸ワールドカップ IN 静岡」

というフェスティバルです。今年で 21 回目を迎え

たわけですけど、新しいフェスティバルが 21 年続

くケースはまれです。

静岡県は中山間地域が多くて日本の縮図みたいな

場所です。都市部はコンパクトで他は中山間地域で

す。その中山間地域がどんどん壊れています。限界

集落化しています。私が通っている川根本町はお茶

の産地で毎年農林大臣賞の 1 位から 3 位までを独

占するほどですが、人口は 8,000 人以下です。す

でに50%が60歳以上の高齢化率になっています。

あと数年で限界集落になってしまうかもしれませ

ん。　

観光から感幸、感興へ
空港の活性化も、BRANDING 発想

講師　　甲賀　雅章 氏
（大阪府立江之子島文化芸術創造センター館長）
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先ほど静岡県は日本の縮図

と言いましたが、日本が抱え

ている問題が凝縮されていま

す。森の生態系が崩れることで

起こる問題です。森に食べ物が

なくなり、シカやイノシシやサ

ルなどが山から降りて来るよ

うになっています。冬場になる

とシカやイノシシやサルが田

畑の野菜を食べてしまうので

す。そういうこともあって休耕

田や耕作放棄地がどんどん増

えています。動物達は、さら

に街の中まで入り込んできま

す。コンビニの駐車場にシカが

いたり、シカと車の衝突事故で、車がボコボコになっ

てしまったり。こんなことが静岡市中心部からわず

か 1 時間の山の中で起こっているのです。

これらは静岡市だけの問題ではなくて日本全国で

同じようなことが起きています。この現実を見て休

耕田を何とか畑や田んぼに戻さないといけない。森

を正しい姿に戻さないといけない。間伐にはすごく

お金がかかります。間伐材の使い道も難しい。我々

はデザインという考え方で解決出来ないかと山通い

しています。

今年 4 月から大阪府立江之子島文化芸術創造セ

ンターの館長を仰せつかりました。クリエイティブ

で街の活性化が出来ないか、次世代にクリエイティ

ブ思考を生かせないかと取り組み始めています。以

上が私の最近の仕事の紹介です。

しかりべつ湖コタン

私は学者ではございません。ですから今からお話

することは僕が実際に体験したこと、見たこと、プ

ロジェクトとして動かして来たことだけです。こう

すべきだというお話は一切しません。ただ多くのヒ

ントがいっぱい入っていますので、1 つでも 2 つで

も持ち帰っていただければ幸いです。それでは本題

に入ります。ここ 3 年ぐらい様々な土地に行って

感銘を受けた例を紹介します。1 番目は北海道のし

かりべつ湖コタンです。コタンとはアイヌ語で小さ

な村、家、祠みたいなものを言うわけですけど、し

かりべつ湖はエコツーリズムで夏場に賑わうものの

冬場には雪も深く、湖面は凍ってお客が来ません。

幾つかあるホテルも冬場は閉鎖されていました。そ

こで地元の人は何をしたかというとマイナス要因で

ある氷や雪をプラス要素に変えようというプロジェ

クトを進めました。湖の氷上に氷のコタンをいくつ

も造り、防寒用の特殊な寝袋で泊まれるようにしま

した。美しい夕景や夜は満天の星が見られます。氷

上には温泉もあり、氷でつくられたバーもあって氷

のグラスでお酒を飲みます。カウンターも氷です。

こんなことをやり始めたら人が来るようになりまし

た。ホテルも冬場に開業したのです。誰もが諦めて

いた冬場に観光客が来るようになった成功例です。

どこにもない風景がここにはありました。

気仙沼

次の例は宮城県気仙沼です。大好きな街でしたが、

3・11 の大震災で壊滅状態になりました。でも、きっ

と早い時期に復興します。住民のパワーが凄いです

から。水産資源の豊富な土地だけに逆に料理文化が

生まれてこない。彼らは、食を一つの活性化、集客

の資源に高めようと、日本で相当早い時期にスロー

フード都市宣言をしました。スローフード協会の本

拠地イタリアに何度も足を運んで研究しています。

気仙沼はフカヒレで有名ですけど、昔はヒレだけ持

しかりべつ湖上の氷のコタン
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ち帰り、本体は海に捨てていたのです。彼らはこれ

を何とかしようとプロジェクトを立ち上げました。

地元で獲れる水産資源を新しい料理文化にしようと

東京の有名なフレンチ、イタリアンのシェフを招い

てラーメン店も含めた飲食店が一緒になって気仙沼

のフードを開発します。僕がある鮨屋で彼らの話を

聞いているとサメ肉を食べる方法はないかと論じて

いたのです。次世代に継承するため子供たちにも気

仙沼の食材を使った料理コンテスト─プチシェフコ

ンテスト─に参加してもらい、メニュー作りに親子

の対話が深まります。グランプリを取ったメニュー

を学校の給食に生かしています。

また丘の上にリアス・アークミュージアムがある

んですが、本当に素晴らしい美術館、博物館です。

何が素晴らしいかといえば、血が通っているところ

です。ただ展示するという意識が多い中で、ここに

は学芸員を始め関わる人々の熱い思いが随所に感じ

られます。施設を作ったら、それで満足してしまう

ケースが多い中で、ここは違います。手をかけてい

ます。ここが大切ですよね。

関空は二度目

空港もそうだと思います。今日、関空を見せてい

ただきました。関空は二度目です。私は建築が好き

で、レンゾ・ピアノの新作が出来たと開港当初に見

に行きました。今日はご案内してもらい、こういう

意味があったのかと感じましたが、今レンゾ・ピア

ノさんが見たら嘆くような場面がいっぱいあるよう

です。折角、コカコーラの自販機までグレーに統一

したのに違う色合いのものが出て来ています。施設

というのは後のデザインのメンテナンスが大事なの

です。ただ綺麗にするだけじゃなくて、血を通わせ

て行く方法論が大切になってくるという例です。

岐阜じまんの原石

次に岐阜のじまんの原石を紹介します。このプロ

ジェクトに 4 年間関わっています。どういうもの

かと言いますと、岐阜のあらゆる県域から自分たち

の宝物を、あるいは磨けば宝物になるだろうという

ものを各地域からプレゼンテーションさせます。

最初の年は 1,000 を超えるエントリーがありまし

た。行政からであったり市民活動団体だったり、企

業からであったり。我々審査員がセレクトして認定

候補を絞り、現地調査に行くわけです。本当に磨け

ば光るのか、磨こうとしているのか判定します。最

終的に明日の宝物として認定します。　

行政が選ばれたプロジェクトをサポートし、岐阜

の新しい観光資源を創って行こうとやっているプロ

ジェクトです。その中で僕が好きだったところが

あります。それは、せせらぎ街道です。高山市〜

郡上市間を 71km で結ぶ街道ですけど、春や秋の

美しさは語れれますが冬場をあまり PR していませ

んが、冬場の街道は、どこにもない美しい表情を見

せてくれます。この街道の何が素晴らしいかと言え

気仙沼  リアス・アークミュージアム 手書きの
説明文
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ば、守っている人々です。美しさを高めている人々

です。美観を保つために木を移植したり、看板の規

制を設けたり。市民と行政、NPO が街道を守り続

けています。その結果、せせらぎ街道が四季折々美

しい光景を見せてくれます。

郡上市の愛里という食堂に入るとお弁当が出て来

ました。木箱の弁当の 9 品がすごいのです。手書き

のお品書きがあって全部地元の食材で、例えば栗の

ピーナツのクリーム和え、イノシシの焼き肉、飛騨

牛のたたき、アマゴの卵、イノシシのコロッケと地

元のもてなしがあります。今はどこの駅、空港に行っ

ても同じようにユニクロの店があって、チェーン店

のレストランがあります。これでは駄目で土地のオ

リジナルなものが必要です。静岡駅前に東京と同じ

スープ店があってこれでは東京と同じではないかと

思うのです。岐阜のせせらぎ街道には独特の黒米の

ご飯とかがあり、12 か月、旬のものしか出しません。

こうしたもてなしが今の日本には欠けているような

気がします。

北海道　東川町の写真甲子園

次に北海道の写真甲子園の話をします。旭川か

らタクシーで 30 分ぐらいのところに東川町という

人口 7,700 人の小さな町があります。豊かな文化

田園都市づくりをめざし、1985 年に「写真の町宣

言」をしました。写真ミュージアムがあり、国際的

な東川町国際写真フェスティバルも 1985 年から

開催されています。森の写真展みたいなこともやっ

ています。高校生が野球でなくて写真を競う写真甲

子園を 1994 年からスタートさせ、続けています。

この企画がなければ絶対行かないだろうという北海

道の小さい町に全国の高校生が注目するんです。僕

が行ったのは 3 年前ですけど、凄い熱気でした。

応募数は 450 校を超えます。審査を通過し本戦に

出場するのは 18 校です。各チームは、選手（写真

を撮る高校生）3 名、監督（先生）1 名で構成され

ます。写真甲子園に出場出来た高校生はホームステ

イやロッジに期間中滞在します。毎朝お題が出て、

例えば人というテーマになれば 3 人がチームを組

んで撮影に出掛けます。制限時間が来ると体育館に

作品を持ち寄ってプリントや作戦会議、提出作品を

決めて、最終審査会に臨むわけですが、野球と同じ

ように涙、涙のシーンが展開されます。やはり名門

校や強豪校があるのです。名門の大阪がこの時には

沖縄に負けてチームは号泣ですよ。結構、面白いこ

とが起こっています。参加した高校生が卒業してこ

の町にリピーターとして来ています。甲子園という

システムは元々あったもので、それを転用して写

真に組み換えたのです。パクリかなと思うので

すけど、野球とは全く違うものになっています。

これはすごく大事なことで、すでにある例に学

ぶことが我々のクリエイティブ思考の基本なの

せせらぎ街道 地元食材の弁当
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です。全く世の中にないものをゼロから考え出

すのは一握りの天才しか出来ません。リンゴが

落ちて重力だと考える人は天才で、今生まれて

いる多くのことは先人たちが持っていた知恵に

新しいエッセンスを加えたことで新しいものに

生まれ変わっただけなのです。これは恥ずかし

いことではありません。

瀬戸内国際芸術祭

次に紹介するのは瀬戸内国際芸術祭です。2010

年に第 1 回目が開催されました。3 年に 1 度のト

リエンナーレですから今年 2013 年に開かれます。

直島のホテルはなぜかいつもいっぱいです。他の島

でもやったら人が来るのではないか、ということで

始まったのが瀬戸内芸術祭です。瀬戸内の島々に現

代アートが入り込むのです。ものすごい人出で、港

も新しくなっています。島の歴史とは全く関係のな

い現代アートを取り入れることで、見事に多くの

人々を呼び込むことに成功しています。2010 年は

7 月 19 日から 10 月 31 日まで開催されました。

33 万人が訪れました。経済効果は 111 億円。確か

に高松港はすごい人出でした。大阪が誇る維新派

というパフォーマンス集団がいますけど、彼らも 3

か月前から滞在して舞台を作り、屋台を作り公演し

ました。チケットは全て Sold out です。今年、第

2 回目が開催されますのでぜひ行って、自分の目で

たしかめて下さい。

越後妻
つ ま

有
り

大地の芸術祭

実はこれと同じようなことが新潟で行われていま

す。主なスポンサーはベネッセ・コーポレーション

で、やはり新潟の山間地を活性化しようというプ

北海道東川町の写真甲子園

瀬戸内国際芸術祭

成績審査会場
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ロジェクトです。昨年 4 回目ですから 12 年前にス

タートしています。私は 2009 年に行っていますけ

ど、ここは瀬戸内よりもっと厄介で山をいくつも越

えなくてはいけない。アートがなければこの土地に

入ることはなかったですね。越後妻有という地域で

すけど何もないのです。米がうまいぐらいです。酒

もうまいです。ただ山と畑です。でも芸術祭によっ

て静岡から 5 人ぐらいで行きました。同じような

人がいっぱいいるのです。廃校になる学校や昔の古

民家で現代アートが展示されます。海外からもアー

ティストが参加して来ます。近所のおじいちゃんや

おばあちゃんが作品のメンテナンスに協力していま

す。最初は嫌がったそうです。でも今では皆で応援

しています。東京をはじめとした他都市からもボラ

ンティアで駆けつける若者が多くいます。もちろん

問題はあります。今まで造られた作品をどう保管す

るか、作品をメンテナンスす

るのはすごい経費がかかりま

す。

アヴィニョン

次にフランスのアヴィニョ

ンのケースを見ましょう。7

月中旬から 8 月中旬まで毎年

行われています。中世の城壁

都市です。人口は 8 万人程度

ですが、この 1 か月間は 30

万人都市になるとも言われて

います。半年前では市内にホ

テルがとれない状況です。ア

ヴィニョンの国際演劇祭を目指して人が集まるので

す。もう 60 数年やっています。戦後間もない時か

ら演劇祭が起こってどんどん巨大化して今では恐ろ

しいような状況になっています。新しいホールは 1

つもありません。今ある資源を使って演劇やダンス

を演じます。法王庁や教会を利用して舞台を作って

しまうのです。日本のように使用禁止という制限は

なく、使わないと意味がないというのがヨーロッパ

人の考え方です。街中にポスターが張られ、午前 2

時でもドンチャン騒ぎです。市内のホテルだけでは

賄い切れないので周辺のホテルも満杯になり経済効

果は凄いのです。

ケベック

次はカナダケベック州の例です。文化度の高いと

越後妻有大地の芸術祭

アビニョン国際演劇祭
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ころですけどサーカスで街を活性化しようというプ

ランを打ち出しました。大胆な発想です。

それはシルク・ド・ソレイユという国際的なサー

カス劇団でした。劇団の本拠地がケベックで、サー

カスを軸とした新しい産業クラスターを作ろうとい

う発想です。

サーカスを軸に周辺にファッション産業も生まれ

ています。音響や照明産業、デザイン産業も出来て

います。各国の人が集まることによって外国語を話

す人が増えて雇用も生まれます。そういうことで大

変注目されています。

日本の場合は悪いことしたらサーカスへ売っちゃ

うぞと言われましたが、サーカスで街を起こしたの

です。ケベックで年に一度、芸術見本市が開かれま

す。芸人を売り買いするのです。芸人たちがブース

を出して来年はスケジュールが空いているとアピー

ルし、それを多くの人が買いに来るのです。そのよ

うな芸術の見本市が起こっています。

オーリヤック

もう 1 つの例はフランスのオーリヤックの場合

です。人口 7 万人弱の小さな町です。パリから行

くのに 8 時間ほどかかる不便なところです。フェ

スティバル期間中は 2,500 人のアーティストが集

まっています。街中で花火が上がり深夜まで大騒ぎ

です。日本でならすぐ規制されます。オーリャクは

ストリート・アーティストたちの開放区を作ろうと

いう趣旨でやっています。これからはアカデミック

な芸術ではなくてもっと我々の身体感覚に近い芸術

が大事になって来る、そのための開放特区を造らね

ばならない。パリでは無理だからとオーリヤックを

選び、当時の市長が面白いと思って 20 数年続けら

れています。経済波及効果を聞くと彼らはなぜそん

なこと聞くのと不思議そうな顔をします。

観光から感幸空間へ

我々が何度もリピートする都市は、建物や風景を

見に行くという観光ではなくて、ハッピーを感じた

り、感動を感じたりするための観光なのです。心の

豊かさを感じたりとか、幸せな気分になれるとか、

そういうところに我々は何度も足を運ぶのです。周

辺を取り巻く空気感とか、仕掛けとか、ホスピタリ

ティーとかがすごくハッピーにしてくれる。

空港も同じかも知れません。空港に人を集めるの

であればホスピタリティー度があるのか、そこに居

てハッピーな気分になれるのか、単にイベントをや

ればよいという話ではないのかも知れません。

サービス産業の方とラジオ番組でお話をしまし

オーリヤック　ストリート・アーティスト
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た。彼女が言うには、サービス産業の基本は「あり

がとう」と言う気持ちがどれだけ伝わるか、それだ

けなのです、それが伝われば人は来ますと言うので

す。同席していた別の人が、そう言えば大手のチェー

ン店に行くと人の顔を見ないで、「ハイいらっしゃ

いませ」「ありがとうございます」と叫んでいる姿

を見ますけど、マニュアル化しているだけで何も気

持ちが伝わって来ませんと。

本当のサービス産業は真心を伝えることだと言っ

ております。それが幸せ気分に繋がることだと思いま

す。観光から感幸へ、空港の誘客もその辺にカギがあ

るのかも知れません。今日、私は関空に行って残念な

がらホスピタリティーは全く感じませんでした。

BRANDING 発想

次に BRANDING 発想についてお話します。皆

さんはご存じでしょうけどおさらいを含めてブラン

ディング発想を整理しておきます。ブランディング

のパワーが何でいろんな場面で求められているのか

と言いますと、ブランドというのは一流ブランドの

ことではありません。世間でブランドと言えばシャ

ネルやルイヴィトンになりますが、あれはブラン

ディングが成功した例であります。彼らは見事にブ

ランディング戦略を取り入れています。ユニクロも

そうです。なぜブランディング戦略が騒がれるかと

言うと従来の広告やセールスプロモーション、ある

いはイベント戦略等は一過的な集客でしかない。

従って広告を打ち続けなければ来週から来なくな

る。イベントも同様です。

ブランディング力とは何かと言えば、リピート率

のアップなのです。広告費を投入しなくても人々が

何度も訪れる。これがブランドのパワーです。

ブランドは 3 ポイントが重要

「差異性」
ブランドには 3 つのポイントがあります。

1 つは差異性（オリジナリティ）です。これがあ

るかどうかがブランドの出発点です。どこがよそと

違うか、目指す姿が違うという差異性に繋がりま

す。その差異性について徹底的にやらないとブラン

ディングは出来ません。

それらが例えばビジョンという言葉で語られま

す。ルイヴィトンのホームページを見て、ブランディ

ングを検索するとすごく明確に出て来ます。彼らが

目指す姿は明確です。日本ではおしゃれとか豊かな

社会を実現しようとか抽象的ですけど向こうは明確

なのです。

フェラーリの差異性のビジョンは、世界で一番早

く走る車は世界で一番美しくなければならない、と

言っています。彼らは徹底的に性能だけでなくデザ

イン性をどんどん高めています。それが彼らの目指

す道なのです。

ルイヴィトンは 150 年の歴史があります。伝統

とは革新の連続であると言うのです。日本では伝統

とは守り続けるものと考えられていますが、彼らは

革新の連続なのです。革新を続けなければルイヴィ

トンの伝統は守られない。だけど彼らのものづくり

の思想は一貫して変わっていないのです。今でもハ

ンドメイドで作るのです。

一方でどんどん新しいことをやる。女性は詳しい

かも知れませんけど今年なんかはなんと、草間彌生

さんとコラボレーションして現代アートの先端を

行っている人間を採用しました。その前は村上隆と

いう日本の気鋭の現代アーティストを入れて、本来

の渋い茶色の LV からカラフルな LV が生まれて来

ました。

ルイヴィトンのお客様は 150 年前からいて、そ

の人たちを裏切ることになるからと普通なら怖くて

出来ません。ところがルイヴィトンは平気でやるの

です。それに対してお客様は賛同します。それが差

異性なのです。差異性は、ある意味受け手にとって

の優位性と言い換えても良いかもしれません。

関空の差異性はどうなのでしょうか。24 時間運

用もそうです。海上空港でもあります。

誰にとっての優位性かが問題になります。特急は

るかから降りてすぐターミナルビルに行けることは

飛行機利用客にはメリットかも知れないが、一般客

にとってはどういう優位性になるのか、むしろ迷路

の方が楽しいかも知れない。

相手がいることを考えないで自分たちの側だけで

ものを語ると、見間違うことになりかねません。環

境に非常に配慮された空港なのですよといわれます
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が、それが我々にどう関係があるのということで

す。それを含めて優位性を考えないといけない。我々

は企業活動を通してどういうものを社会に提供出来

るか、他と違うことが出来るか、それが優位性です。

その優位性を伝えなければいけない。

「標識性」
二つ目に大切なのが標識性です。コミュニケー

ションする必要があります。それを標識性と申しま

す。伝統とは革新の連続であると言った明確なメッ

セージやビジョンが大事になって来ます。関空に

とってメッセージは何かありますか。凝縮して語れ

るようなコピー、ビジュアル、言葉が必要なのです。

「行動性」
3 番目は行動性です。

差異性があって、標識性もあります、世間に伝え

ますと言っても行動が伴わなければ人々は受け止め

られないのです。

例えば静岡市は観光都市です。駅前のタクシー乗

り場は遠いのです。トランクを引きずっていてもタ

クシーの運転手は降りて来ません。自分でタクシー

に載せなければならない。外国人が駅前でうろうろ

していても英語を話せる人があまりいません。これ

では観光都市と言えないですよ。静岡はお茶の街と

も言っていますが、駅周辺でお茶が飲めるところは

1 箇所しかありません。静岡駅に降りたらお茶の香

りがして来るような場所にして行かねばならないの

です。これが行動性です。差異性、優位性、行動性

の 3 つが揃わないとブランドは出来ません。

「保証性」カスタマー・ロイヤリティをうむ

さらにもう 1 つ大事なことがあります。それは

保証性です。

何度行っても同じ満足、もっと上の満足が得られ

ないといけない。つまり保証性が伴ってブランドが

出来て来ます。一度でも裏切ると駄目で、お客は離

れます。少し前は CS が流行っていました。カスタ

マーズ・サティスファクション、顧客満足度だけで

はもう駄目なのです。

ブ ラ ン ド・ パ ワ ー の 最 大 の 効 果 と い う の は

CL（Customer Loyalty：カスタマー・ロイヤリ

ティー）、顧客の忠誠心なのです。お客がなぜかそ

こに対して忠誠心を持ってしまうのです。人にそれ

を語り始めるのです。「バッグを買うならルイヴィ

トンだろう」「スポーツ用品ならアディダスだよ」

などと語り始めるのです。特に最近はツィッターや

フェイスブック、ミクシィ等の新しいネットワーク

が整備されてからこの傾向がより強くなっていま

す。

AISAS

AISAS というのが現代の消費行動と言われてい

ます。Attention（アテンション：注意を引く）、

Interest（インタレスト：興味）、そして今の人は

Search（サーチ：検索）するのです。納得すれば

Action（アクション：行動）を起こします。最後

に Share（シェアー：共有）します。自分だけに

留めて置きません。「あそこの商品はいいよ」「あの

店うまいよ」と言いふらします。従ってやらせが出

て来ます。今の若者は自分の足で確かめようとしま

せんからやらせに弱いのです。これが現代の消費行

動の面白い点で、5 年前や 10 年前には考えられな

かったことです。

「この商品はいいね」と言うのはプラスの要素で

すけど、これがマイナスの評価になると物凄い波及

効果になります。「あそこ最低だよと」「二度と行く

な」みたいなことになります。

プラスになれば AISAS という行動形態はうまく

活用出来るけど、一度マイナスの方向に動いてしま

うと恐ろしいことになるので、気が抜けません。

ブランドを創造する 4 要素

次にブランドを創造する 4 要素についてもう一

度整理します。

1 つは差異性、オリジナリティーということで

す。ベターやベストではなくてオンリーワンを狙い

たいですね。ここにしかないと言うぐらいの唯一無

二のものを提供したいです。例えば関空というあれ

だけのよい建築物の中に全く違う要素を加えること

によって、物凄く新しい唯一無二の価値を持つ可能

性もあります。

2 つ目は可視化、オリジナリティーを明確に伝

える必要があり、マークとかロゴとかパッケージ、
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PR 活動等です。

3 つ目はインターナルパワーというセールスパーソ

ンがいないといけない。語り部が必要です。うちのチー

ズケーキは最高ですよとか語れる人が必要です。

そして 4 つ目に保証性が大事で常にブランド

チェックの繰り返しをしないと陳腐化してしまいま

す。

この 4 つがブランドの創造に必要な 4 要素です。

ターゲットを定める

ブランド開発基本ステップがあります。関空に第

2 ターミナルが出来て、よそと違う宝物を持ってい

るか探さなければいけないし、あるいはもう一度

SWOT 分析みたいなことを改めてやらねばならな

いかもしれません。

18 年前の開港当時とは環境が明らかに違ってい

ます。特に時代に合わせて何度も見直しをしなけれ

ばいけません。

どう違うのかを考えてターゲットを想定しようと

いうことです。これは重要なことです。何かを訴え

る時に老若男女すべてに訴えかけられないのです。

中心となるターゲットを定めることが必要になりま

す。狙いを絞らないとアイデアは出て来ません。

4月は若者向け、5月は高齢者向けと総花的になっ

ては駄目なのです。差異性が薄まってしまうので

す。コアになるターゲットをきちんとしようという

ことです。よそから見た関空はどういう価値がある

のか、ターゲットを見て行かねばならないと思いま

す。

ブランドに人格を

次にブランドに人格を与える話をします。どうい

う人格を関空に与えていくのか、そして今まである

物語を組み換えて見ようではないかという作業が結

構大事なのです。そして最終的にはコミュニケー

ションシステムを開発しなければいけないというこ

とです。

私が街づくりをする時に必要な「4 モノ」と言っ

ているのですけど、「バカ者」「キレ者」「ヨソ者」「ワ

カ者」です。活性化を考える時にヨソ者は絶対必要

なのです。そしてバカ者は必要で馬鹿になって徹底

的に街を盛り上げようという人間を必要とします。

そしてキレ者は必ずいります。ワカ者を活性化の会

議に入れないと新しいアイデアが出て来ません。世

間のフィルターにかかっていない若者を加えること

が必要です。これが案外出来ていません。今のわか

者は大したものですよ。どんどん海外に出て日本な

んて相手にしていません。駄目なわか者もいっぱい

いますけどね。それは我々の世代も同じでした。

ブランディングを支えるデザイン思考

次にブランディングを支えるデザイン思考につい

て少しお話します。デザインというと色や形を考え

てしまいます。確かに狭い意味では図案とか意匠と

かの意味合いがありますけど、本当の意味のデザイ

ンは少し違うのです。外国人が捉えているデザイン

は、人間の行為をより良い形で叶えるための計画と

しています。つまりあるものを企てることなので

す。その対象は衣服、印刷物に留まらず都市や人生

計画にも及びます。建築物を超えて都市計画に及び、

考慮すべき要因には機能性、実現性、経済性、社会

情勢がありますよというような広義の意味でのデザ

インです。

海外の大統領や首相は演説の中でデザインという

言葉をよく使います。日本の首相は使う人はいませ

ん。もう少し分かり易く言えばデザインはより豊か

な社会実現のために様々な情報を集積し、再編集す

ること。その中で新たな価値を創造すること、差異

性を企てること、つまり色んな要素をもう一度編集

し直したことによって全く新しい価値観を創り上げ

る、それがデザインであったり、クリエイティブ思

考であったりします。

全国で創造都市という言葉が流行り言葉になって

います。創造とはなにかと言うと新たな価値を作る

こと。それがクリエイティブ、あるいはデザインと

いうことです。従来のようなしがらみや概念を一度

壊さなければ出来ないのです。過去の延長線上では

考えられないこと。我々は当たり前のようにイン

ターネットを使っています。10 年前にはありませ

んでした。スティーブ・ジョブスは新しい価値を作っ

たのです。しかしパソコンはそれに近い機能を持っ



86

第 3 回 平成 24年 12月 11日（火）

ています。パソコンに電話機能を付けてモバイル化

したと考えれば新しいものではありません。でも電

話とパソコンを一体化したのがアップルのスティー

ブ・ジョブスです。私はアップル信者ですから何時

間でもお話しますけど、1 つだけアップルの素晴ら

しさを言います。

スティーブ・ジョブスは Think different（シン

ク　デファレント：違うことを考えよう）と言い続

けました。それが iPad になりました。

私は、今年の 4 月から頭や細胞が活性化しまし

た。1 つは大阪に来たことです。大阪人には馴染め

ないと思っていたのですけど、大阪人は滅茶苦茶面

白いです。こんなにギャップのある市民はいなかっ

たのです。大阪人はせっかちだと思っていたのです

が、メチャゆっくり歩くのです。東京人はもっと早

く歩きます。東京に比べて大阪はうす味といわれま

すが、うすいのではなくてコクがあると初めて気付

いたのです。また個人主義的ですが、人情の街で繋

がっていると思います。

もう 1 つは昨年から iPad を使うようになったこ

とです。これで私の人生観が変わりました。キーボー

ドがないという人がいますが、スティーブ・ジョブ

ズは初めからキーボードなんて考えていません。だ

からペンで触ったり、手書きで書くものなのです。

それが分かった時になんて素晴らしい発明かと思い

ましたが、アップルの話はこのぐらいにしておきま

す。まさにクリエイティブ企業なのです。

リ・デザイン

国家のデザインと最初に言った人がいます。イ

ギリスのブレア首相です。1997 年に首相になり

ました。政権の最大の目玉はリ・デザインでした。

国家をデザインし直せと言ったのです。重工業で

強かったかつてのイギリスは 21 世紀には通用し

ない、もう 1 度強い国家になるにはどうすればよ

いか、国家戦略としてリ・デザインを掲げました。

ポール・スミスとか非常にクリエイティブな人達

が集められました。バカ者、キレ者、ヨソ者、ワ

カ者が集まり、次の強いイギリスの主要産業は知

的創造産業だと、クリエイティブ・インダストリー

だと方向性を出したのです。イギリス国家の差異

性なのです。

これ以降イギリスは知的創造産業の世界で最大の

国になると宣言したのです。そうすると 1 つの尺

度が出来ます。例えば大阪でも古い建物や古い工場

がありますが、日本の場合はすぐ壊します。統廃合

した学校は壊しますけどイギリスではこんな良い建

物は現代アートのミュージアムに格好の場所じゃな

いかと現代アートの基地に変えたり、あるいはクリ

エイティブな人を育てるための学校に変えたりしま

す。そしてクリエイティブ・インダストリーに向かっ

て進んで行きました。

彼らが言うクリエイティブ・インダストリーは非

常に幅が広いですが、デザイン、ファッション、映

画、演劇、音楽など、それぞれの輸出高がどんどん

上がりました。新しい雇用も生まれました。そして

外国からイギリスに学びに来る人たちが増えたそう

です。1997 年のことです。

日本はようやく今年から知的創造産業の基盤が出

来ました。韓国はもっと早くイギリスを真似して韓

国のデザイン教育のレベルは凄く高いです。国際的

人間を育てる、デザインで頑張ると国を挙げてやっ

ています。サムソンのブランド力は凄い成長ですよ

ね。一気に日本の企業を抜き去っていきます。

相手の思いを大切に

もう 1 つ必要なことは自分たちの思いだけでは

駄目だということです。相手の思いが大切なので

す。人々が生活の中で何を欲して何を必要としてい

るか、社会が何を必要としているか、これを考えな

いといけないのです。企業が何をしてあげられるの

か、空港がどういう役割を果たせるのか、という考

え方が大切です。世界が今後どのように進化してい

くのか、ということも大事な要素としてキレ者が必

要ですね。未来が読めるような人材がプロジェクト

に入っていかなくてはなりません。あるいは感覚的

に分かっているクリエーターが必要かも知れない。

部分と全体の調和を図る

もう 1 つ大切なことは部分と全体の調和を図る

ことです。全体から部分を見なければいけない。例



第 3 回 平成 24年 12月 11日（火）

87

えば車のデザインをする場合、ヘッドランプをこう

しよう、フロントをこうしようということではなく

て、今後の社会において車がどうあるべきかという

とことから考えようということです。

その最たるものがスマートです。ツーシーターの

車です。これからの環境社会を考えた時に、5 人乗

りの車が必要なのかという問い掛けでした。5 人乗

る時は年間に何日あるかと調べ始めました。ほとん

どなくて、後ろの座席は 1 年に 2 回使うために必

要だろうかと考えて、2 人乗りのスマートを作りま

した。すぐにフランス、イタリアの警察は導入しま

した。世界的な大ヒットです。全体の調和を考えた

結果です。

空港だったら空港のことだけを見ていては駄目

で、大阪府や大阪市としての空港、周辺を考えた上

での空港の在り方はどうなのか、という捉え方も必

要です。

異分野と共同で革新

もう 1 つは異分野との共同を実現して革新を取

り出していくことです。これからは 1 業種だけで

はなかなか難しいことです。観察、洞察をしないと

いけません。なぜこの店にはお客が入っているのか

と追求すると答えが出て来ます。いきなり期待す

るものは出てきません。常に着想、発想、実現の 3

段階を踏みます。着想はヒントと考えいろんなとこ

ろに転がっています。それをもう少し具象化するの

はアイデアレベルです。これを発想と呼んでいま

す。最後に実現するために資金や人材も絡んで来ま

す。

この 3 段階を忘れて方法論を考えたがります。

関空の問題点は何かなんてことから始めない。どう

したら人が来るのかといろいろ立案します。しかし

なぜ来ないのかを考えるのが最初なのです。3 段階

をきちんと踏んで行こうというのがデザイン的発想

です。

静岡で農協の若者たちの集いに参加したのです

が、全く発想がないのです。もうマイナス思考しか

ありません。嫁が来ない、出会いがないと嘆くばか

りでどうしてかと聞くと、我々の業界は汚いし危険

だしみたいなことをぼやいている。自分でそんなこ

と言うな、格好良いでしょうといえる農業にしたら

と思うのですが、もう心に刷り込まれているのです

ね。もっとポジティブな発想の人を入れていかない

と駄目です。それがデザイン思考なのです。農業に

若い女性が入ると突然違うことが起きます。

着想するために情報を取ること、集めることも大

切、編集作業の並び変えることも大切、最後に新し

いものに組み換えることが一番大事なのです。

いろんな人を巻き込んだ方がより面白い着想が出

て来ます。集めて、並べて、組み立てることが大事

ということです。デザインやクリエイティブの思考

は、新しい概念や価値を作っていくことです。

おわりに

最後にデザインによって価値が変わるということ

をお話しします。価値には 3 段階あります。最初

は基本機能の価値、次の段階は付加機能の価値、最

後は情報機能の価値です。

最初の基本機能の価値についてある広告代理店で

実験をしました。今日は真剣に話を聞いていただい

て嬉しいからワインを奢りたいと言います。皆様は

よいワインだと褒めるからまた気分よくなってさら

に良いワインを出します。次にはソムリエを呼んで

さらに良いワインを出し、いろいろ説明されて気分

が高まります。

しかし、実は始めから終わりまで同じワインだっ

たのです。つまり情報に惑わされるのです。これは

あまり良い使い方ではありませんが、うまく使えば

コミュニケーションレベルにおいては大事なことで

す。でも最初のワインがどうしようもないワイン

だったら即座にバレます。ある程度のワインならソ

ムリエが来ることによって価値が高まるのです。

関空のこれからの活性化になにが大事なのかとい

う話をさせていただきました。

いったんこれで終わります。ありがとうございま

した。
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A：お話を伺って大変参考になりました。デザイン

というのは幅広くとらえていたのですが、デザイン

をつくるときの方法論について伺いたい。お話の中

で、着想、発想、実現のプロセスがあり、集めて、

並べて、発想する、その際に、並べての作業が大切

かなと思っていますが。

甲賀：集めることがもっとも大切です。我々は意外

なほど情報を集めない、それでものを語ろうとす

る。いわゆる数値マーケッティングでは出てこない、

極が分かれている状態ですから、本当にリアルな情

報をまず集めないとだめですね。

A： 集めるより、並べる方が楽しいからそこにこだ

わってしまいがちなのですが、観察が最も大事だと

いうことですね。

甲賀：これがものすごく大事です。

A： 関空のことを考える際も、どうもステレオタイ

プで、海に浮かぶ、関西の窓口、唯一の 24 時間空港、

というような話をしているのですが、それだけでは

なく、もっとよくいろいろなものを見ないと出てこ

ないということですか。

甲賀：そういうことですね。

B： 私の故郷の高知でよさこい踊りがありまして、

昔はしょうもない踊りだったのですが、ある日突然、

単純な 3 つのルールを定めてそれを守ればどんな

踊り方をしても良いとしたら、いまは結構流行って

います。お話の中にありました「バカ者」「キレ者」

「ヨソ者」「ワカ者」が必要だということでしたが、

3 つのルールを定めた者が「キレ者」だとしたら、「ヨ

ソ者」「ワカ者」に人気が出て、「バカ者」は隣の県

の阿波踊りかな。この 4 者そろい踏みというイメー

ジがありました。札幌の「よさこいソーラン」で有

名になった、高知でやっていたらこれほど有名には

ならなかったのでしょうが。

甲賀：札幌の「よさこいソーラン」というのは長谷

川　岳さんが北海道大学の学生時代に始めたんで

す。私は彼を良く知っていますが、彼は愛知県出身

で北海道を良くしようとかは思っていなくて、学生

時代に札幌に住んで札幌は雪まつりしかない、札幌

を楽しくできないかと学生気分で考えたときに、高

知の「よさこい」を見て、彼はこれだと思ったんで

すよ。驚いたことに「よさこい」に「ソーラン」を

付けちゃったところですよ。普通はなかなかそんな

ことは思いつかない。とくにプロのクリエィーター

は、そんなことをしたら恥ずかしいと思うでしょ

う。そこが、彼の柔軟性でしょうかね。彼は 1992

年に札幌で「よさこいソーラン」を始めた。私が大

道芸ワールドカップ IN 静岡を始めたのも 1992 年

で、それが縁で彼とは何度も対談をしましたが、彼

は、最初からそれを自分の生業にしようと思って始

めた。その仕組み作りがものすごい発想です。踊る

人からもお金を取るなんて発想は普通の人は持たな

いでしょう。参加チームからお金を取っているわけ

ですからものすごい収益が上がります。聞いた話し

ですが、最初の年は、警察の道路使用許可が出なかっ

たらしいです。そこで、最初はデモ許可で始めたん

です。そのうち商工会議所やいろんなところから協

力を得て、いまのようなフェスティバルに発展して

いった。彼は、「ワカ者」に徹底的にヒアリングを

して「ワカ者」にウケるルールを作った。最低限守

るのはこれだけであとは自由にした、出場チームに

同じ踊りは一つもない、これが「ワカ者」にウケた。

ちゃんと情報を集め、それを組み立てて「よさこい

ソーラン」というフェスティバルを作った。

「ワカ者」が何を考えているのかということを知

らずして「ターゲットを「ワカ者」にしょう」「と

ころで「ワカ者」はどういうことを考えているの？」

「さあ〜よく分からないんだけど・・・」

これではマーケティングにならない。そこが結構

大事かなと思います。

C： 面白い話をありがとうございました。私も昔は

USJ を誘致したり海遊館などの集客施設をつくるの

に参画したりしましたが、当時は若い女性が来れば



第 3 回 平成 24年 12月 11日（火）

89

成功なんだということだったんですが。これからは

違うのではないか。これからは年寄りがどんどん増

えていく時代ですから、高齢者をターゲットにして

どのように取り組んでいくのかなと思っています。

甲賀：高齢者をターゲットにしたらどういうことが起

きるのかというのは考えていかなければならない問題

です。この問題は社会全体の問題になっている。たと

えば、元気づけられる施設、そういう施設とはどんな

ものなのかよく考えてみることが重要だと思います。

D： お話をお伺いして、リ・デザインということを

進めていくわけですが、関空ということを考えたと

きに、あの離れ島にありとあらゆる法律というか規

制がかけられています。たとえば、商店街だとか街

だとかにはあまり大きな規制というかしがらみがな

いので、自由な発想ができる。今回、関空になにか

を考え、あるいはリ・デザインをしていこうと思っ

た時に、法律とか規制とかにどう対処していけばい

いのか、あるいは発想するときには無視してかかる

のがいいのか、ご助言いただけたらと思います。

甲賀：無視したらいいですね。無視しないと規制だら

けのところで考えていたらダメで、例えば、無視して

考えたアイデアが社会にとって重要なことである、そ

の場合には規制が変わることがあります。これからの

環境のことを考えたときにこれからの乗り物は自転車

でしょう、車は減らすべきでしょう、となった場合、

道路幅は決まっていて自転車が走る道がない、フラン

スのようにここは今日から自転車道になりますとドー

ンと自転車道にしてしまうようなことが、これからの

日本でも行われてこなければならないでしょう。自転

車交通が社会的に重要なことだとなれば、社会実験を

やり自転車道ができるようになっていきます。我々が

大道芸をやったり、御堂筋 Kappo とか警察と交渉を

重ねていけばできるようになるんですよ。社会的気運

というか、盛り上がりがでてくると規制も変わってく

るんですよ。静岡の大道芸もそうです。それでも警察

は規制を変更して許可するようになりました。

☆御堂筋 Kappo とは？
長年続いた御堂筋パレードの代わりに市民参加

型のイベントとして生まれ変わったもので、御

堂筋が歩行者天国となり、各所でミニコンサー

ト、全国各地の物産展、スポーツイベントなど

が開催されます。

F： 奇抜な発想、自由な発想が大切だなと思いまし

た。ご質問ですが、ここ数年で日本国内で一番すご

いなと思ったブランディングは何ですか。

甲賀：ユニクロでしょう。ユニクロは柳井さんが戻っ

てきてから、もう一度ブランディングをしなければ

ダメだと声を大にして言っています。使っているモ

デル、店舗展開、店舗レイアウトもそうですがユニ

クロは完全なブランドになっている。同じような金

額の商品はいっぱいある。ユニーでもイオンでも。

しかし、ユニクロは違うんですよ。安売りブランド

ではないんですよ。まったくあたらしいいカテゴ

リー「日常着」というものをつくっちゃいました。

あれを誰も安売りブランドとは言わないでしょう。

ユニクロに行っている時に安物を買っていると思わ

ないですよね。価格はやすいけど、安物を買ってい

ると思ったらあんなに買わないですよ。街を歩いて

いれば誰かと会うじゃないですか、でも今ではユニ

クロを着ていることが恥ずかしいことだとは思わな

くなっている。価格は下げるが安い商品を作ってい

るのではなく、人々が望むものをクォリティーは高

く、プライスは安く作って提供している。このやり

方は従来のディスカウンターとは全く違うやり方で

す。本来、製品を安くするのであれば型数はなるべ

く沢山作らない、サイズのバリエーションもなるべ

く作らない、色は数十色もそろえる必要はない、こ

れでは安くはならない。しかし、ユニクロは違いま

すよね。なんであんな安い商品で色数をそろえなけ

ればならないのか。彼が言うには、「昔のような大

衆なんかいない、みんな分衆化しているから、同じ

3 千円のものを買うにしても自分の好みのものを買

いたいんだよ。」彼はちゃんと観察しているんです。

無駄かもしれないけれど数十色をそろえる。ライト

ダウンやヒートテックでもあんなに沢山のバリエー

ションはいらないと思うでしょう。しかし、あそこ

に柄が必要な人もいるんだということでバリエー

ションがどんどん増えていく。柳井さんが言ってい

たが、今年のヒートテックは皆さん驚きますよと
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言っていた。まだヒートテックが革新をしているん

ですよ。さっきのルイヴィトンの話ではありません

が、常に革新しているんですよ。ユニクロのブラン

ディングはすごいと思っています。

G： 先日、私の両親が高松から出てきて私が勤めてい

る関空に来ましたが、両親が「期待していたが普通の

空港と変わらない、高松空港と同じようなものだ、も

う少し何とかなるんではないかと。」言っていました。

勤務していながら言うのも変ですが、もうちょとなん

とかならないかな、例えば関西にありながら関西らし

さがない、空港に着いて楽しい雰囲気になれるにはど

うしたらいいのかと常々思っています。いままでは維

持運営が最大の責務と思っていまして、あとはいかに

エアラインを呼んでくるかということで自分の仕事の

範囲をこなしてきていたということが再認識でき、本

当の意味での共存共栄を目指していく視点を持つこと

が必要だということを考えなくてはならないと思いま

す。本日はありがとうございました。

甲賀：ターゲットによって違ってくるでしょうね。大

阪府民をターゲットにして、関空に大阪らしいものを

作ってもそれだけでは関空に来ないでしょう。例えば

リトル大阪を作れば大阪以外の人は面白がるかもしれ

ないけれど。ターゲットといっても、そこに住んでい

る人によっても明らかに違います。私は大阪に来て分

かったことは、大阪の人は案外東京が好きだというこ

とでした。梅田阪急メンズ館なんて阪急が東京でヒッ

トして大阪に持ち込んだ。あれはまさしく東京です

よ。ヌー（NU）茶屋町にしてもそうです。東急ハン

ズもそうです。そして人が入っていますね。どうみて

も大阪のショッピングゾーンではない。だから、意外

と大阪の人は東京が好きなんだと思います。だからそ

ういう雰囲気のものをつくるというのもターゲットに

よってはマッチするのかもしれない。例えば、四季が

楽しめる植栽があれば、春には何千本の桜、秋には紅

葉、計算されたつくした植栽があったら人が集まって

くるかもしれない。誘客ということを考えれば下手な

ものより金かからないでしょう。桜や紅葉の植栽を数

千本目指してやるというのも面白いかもしれません。

日本一の桜並木をつくろう、日本一の紅葉トンネルを

つくろう。そのほうが、他の空港が温泉だ、飲食街だ

というものよりは明らかに違うものができるかもしれ

ません。それもターゲットをどこにするのか、いろん

な切り口を変えて検討していくことが重要になりま

す。

H：お話の中で、ブランディング活動を行うに当たっ

て、1 番オリジナリティを捜す。2 番オリジナリティ

の明確化。3 番ターゲットを特定する。ターゲット

を特定するということが印象に残っています。弊社

もブランディング活動をおこなっています。「KIX 

24 時間 心を動かす空港」というキャッチフレーズ

のもとブランディング活動をおこなっているのです

けれども、そのターゲットは一体どこかということ

を常々感じておりまして、特定するのは大事な作業

ですが、弊社の中でターゲットをいまいち特定しき

れていないのかなと、その作業の詰めが必要なのか

なと感じました。

甲賀：「心を動かす空港」というけれど今日関空に

行ってみて心は動かなかったなあと思っています。

「ワカ者」の意見はすごく斬新で響くんですよ。が

んがん言ったほうがいいですよ。

I：私は、札幌のよさこいソーランには毎年行ってい

ます。高知の阪神タイガースの春にキャンプにも行っ

ておリます。静岡の大道芸ワールドカップは今日初め

て知りまして、ぜひ行ってみたいと思っています。参

考になる貴重なお話をありがとうございました。

A：本日のお話で時間が無くて大道芸ワールドカッ

プ IN 静岡の話をお聞きしたいのですが。

甲賀：いいですが、DVD が 12 分ありますので、

時間延長になってもよろしければお話ししますよ。

事務局：皆さんいかがですか。よろしいですか。そ

れでは、お話をお願いいたします。

甲賀：［大道芸ワールドカップ IN 静岡のビデオを上

映］〜ビデオの説明〜

県外から見物に来る人が 25% 〜 30% です。主

催者発表で 140 数万人と言っていますが、話半
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分でもすごい人です。前日に開かれるプレビュー

ショーというショーがあります。70 組のアーティ

ストが 1 分間で自分を表現するというショーです。

会場は 4,500 人の席がありますが、3,500 枚のチ

ケットを提供します。チケット競争率が数倍です。

夕方 6 時に開場しますが、いい席を確保したいが

ために前日の夜中から並ぶ人もいます。

こちらの映像は、市役所の前の会場です。平日で

もものすごい人です。ここは、街中の公園が会場に

なっています。夜も街中でナイトパフォーマンスを

やっています。

今年は 92 組が来ました。海外から 20 数組、雨

でも見物人は帰りません。人が多くて見れない状況

が続きます。ここだけは有料のステージで 1,200

席ありますがチケットはすぐに売り切れます。

無料の会場では、静岡は投げ銭がすごいんです。

海外から自分で航空運賃を使ってきても元が取れれ

て帰るんですよ。参加したいというオファーがいっ

ぱい来ていて、運営はボランティアの市民です。こ

のピエロもボランティアの市民です。静岡にはこ

のピエロを育てる学校もあります。3 日間だけです

が。いまボランティアが 400 人います。すべてが

ボランティアで運営しています。ボランティア登録

が今年で 900 名です。年間動いている我々実行員

会もボランティアで 150 名います。全部で 1,000

名ぐらいのボランティアで運営している。

これは 1992 年からの歴代のチャンピオンです。

毎年、新しいチャンピオンが誕生しています。見て

いただいてわかると思いますが、皆さんが思ってい

る大道芸ではないんです。

たまたま、やっている場所が大道なんです。レベ

ル的には大道でやったことがない人たちが参加して

います。

全部で三つのカテゴリーに分かれていて、これは

オン部門です。この部門は、参加したいのなら飛行

機運賃は自分で払ってきていただきます。食事、宿

泊代と日当といってもギャラとはいえないほどのわ

ずかな日当が主催者から負担されます。このオン部

門が 30 数組います。約 5 倍の競争率です。

これはオフといわれる部門の人たちで、オンにま

だ入れないグループです。これも 20 数組いますが、

ここの競争率はもっと高くて 10 倍以上です。

何年かに一度は、大きな出し物を、去年は 20 周

年でしたので、グランドスペクタクルということで

やりました。空中 30 メートルぐらいにクレーンで

吊り上げてショーをしています。

劇場を使うものもあります。これは大阪のカンパ

ニーですがそれに大道芸を合わせてやっています。

静岡県を代表する演劇ですが彼らも新作を作って大

道でやってくれます。

我々の特長は、ワールドカップなんです。世界

一の大道芸人を勝手に決めようというコンセプト

で 21 年間変わりません。ブランディングの一番の

差異性というのはここにあるんです。世界のトップ

アーティストが集まって、世界チャンピオンを決め

る。この仕掛けを持ったので、よそでいくらフェス

ティバルをやってもまだかなわないんです。この

チャンピオンを目指して世界からトップクラスが集

まります。一番上のコンペティションというのは

14 組しか選んでいません。選考で 300 組ぐらいは

見ます。我々が世界各地のフェスティバル行って見

る場合もありますし、売り込みで送ってきた DVD

を見たりします。ジャンルがバラバラです。多種に

わたったジャンルのトップアーティストが集まるの

で、海外のフェスティバルディレクターが来ます。

何しに来るかといえば、ヨーロッパのディレクター

がヨーロッパのアーティストを捜しに来ます。

海外とも交流プログラムをやっています。日本の

アーティストを連れて行ってくださいと、ケベック

州や今年は日韓でもやりました。

我々はマンネリになるのが怖いので、組織の見直

しを毎年おこなって、常に意識改革に努めています。

チャンピオンを決定する審査は、市民やプロフェッ

サーが一緒になってやります。これも公募をかけて、

年齢のバランスを見て、中学生からボランティアが

OK になっているので、中学生になったら審査員に応

募してくるんですよ。小学生の時から毎年見に来てい

るという人たちが、ものすごく育っています。

毎年 11 月に開催しています。来年は 11 月の 1 日

2日3日4日と開催しますので、ぜひお越しください。

事務局：貴重なお話をいただきどうもありがとうご

ざいました。これにて終了させていただきます。
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関西空港の事業価値向上に関する研究会

第 4 回 研究会議事録

（1）開催日時：平成 25 年 2 月 22 日（金）　午後 2 時〜 4 時
（2）会　　場：プリムローズ 3 階　高砂・東の間
（3）会議出欠者
　1）メンバー
　　○出席者（順不同、敬称略）

米村　博文 栗原工業㈱西日本営業本部　営業部長
林　　秀行 イオンディライト㈱近畿営業部次長
木俣　　順 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ統括リーダ
日下　郁恵 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ
阿久井康平 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門交通計画グループ
舟山　宏太 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ
徳弘　仁志 三菱重工業㈱関西支社 支店長付
大村　光正 東亜建設工業㈱大阪支店関空事務所　所長
橋本　正信 ㈱竹中工務店大阪本店営業部　主任
藤本　　勝 五洋建設㈱大阪支店　調査役
中村　陽一 東洋建設㈱大阪本店部長付
作田　善宏 前田建設工業㈱関西支店土木営業部　民間営業チーム長
増森　　毅 パナソニック㈱本社関西渉外室　企画渉外部長
西嶋　正男 パナソニック㈱本社関西渉外室　企画渉外部長

　　○欠席者（順不同、敬称略）
谷河　秀信 ㈱大林組大阪本店建築事業部営業部　課長
松川　康司 南海電気鉄道㈱経営政策室　経営企画部長
中川良一郎 清水建設㈱関西事業本部企画部 部長
横山　祥生 JFE スチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部　土木建材室長
谷垣　俊彦 関西電力㈱お客さま本部地域開発グループ　課長
玉井　　宏 ㈱きんでん　経営企画部　経営企画部長
伊縫　憲幸 ㈱日建設計企画開発部　主管

　2）オブザーバー
池田　　均 新関西国際空港㈱経営戦略室　調査役
児玉　　陽 新関西国際空港㈱コーポレート・コミュニケーション部 調整二グループリーダー
宮城　祥雄 新関西国際空港㈱経営戦略室総合企画グループ　

　3）事務局  
葉山　幸雄 （一財）関西空港調査会常務理事兼事務局長
山内　芳樹 （一財）関西空港調査会　参与　調査研究グループ長
小西　　桂 （一財）関西空港調査会　参与

（4）講　　演
・提　　　案　　「関西空港への集客アイデアについて」
・提　案　者　　日下　郁恵 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ

　　　　　　　　阿久井康平 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門交通計画グループ
（5）質　　疑
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◎事務局
4 回目になる関西空港の事業価値向上に関する

研究会を開催します。第 2 回と第 3 回は人を集め、

地域を活性化するため、専門家の方々にお話を聞い

て参りました。お話しいただいたアイデアを実際に

関西空港でどう生かすか、アイデアのご提案を研究

会メンバーにお願いしたところ、中央復建コンサル

タンツからご提案をいただくことになりました。こ

の提案をお伺いして、皆さんと一緒に論議して参り

たいと思います。

◎中央復建コンサルタンツ㈱　木俣　
関西空港には、航空法や空港法など様々な規制が

ありますが、それらの規制は一旦取っ払ってアイデ

アということで整理させていただきました。わが社

の常務取締役や中堅と本日発表する若手が勉強会を

作りまして昨年 12 月から何回かフリートーキング

をした結果をアイデアイメージとしてとりまとめま

した。実現性は取りあえずとして、この中のアイデ

アが 1 つでも実現でき関西の活性化に繋がればと

思っています。よろしくお願いします。

◎中央復建コンサルタンツ㈱　日下  　　
木俣が言ったように若手中心で自由に話し合って

関西空港に、こんなものがあったらいいなとか楽し

いだろうなと考えながら、いろんなアイデアを出し

てそれをまとめて見ました。実際の規制は一旦置い

ておくという前提でお話します。突拍子もないこと

も入っていますので、その辺を踏まえて聞いていた

だければと思います。

この研究会の目的は、関西空港が保有している土

地・施設・コンテンツ・資産等を対象として空港利

用の増加に繋がる新しい使い方、楽しみ方を提案し

て関西空港の事業価値を高めることを目的とすると

なっています。

そこで集客性の向上、賑わいの創出、お金を落と

してもらうこと、他の空港との差別化、そのほかに

地域性ですね。例えば佐野のお魚ランドに見られる

ような地域特性を生かすことも重要です。それらを

前提においた上でどのような楽しみ方が出来るか、

考えて見ました。

訪日外国人の訪問先をグラフで見ますと、訪日す

る外国人のうち 6 割は関東、東京がメーンだと思

うのですが、関西にも 3 割強の方が来られていて

関空はその玄関口になっています。そのような関西

空港で何が出来るだろうかと考えて見ました。次に

関西空港に来る搭乗客は電車やリムジンや車でやっ

て来てターミナルに入り、飛行機に乗るわけですけ

ど飛行機の利用以外に何があるのかというと、私は

知らなかったのですが展望デッキがあって、飛行機

の発着を見られる展望ビューがあるのですね。

また 2 期島には最近 LCC 専用のターミナルが

出来ています。私もピーチに 1 回乗りましたが、

大変楽しいターミナルになっています。その隣に

は公園も出来てちょっと散歩したりジョギングし

たり、また釣りとかも出来そうです。新しい第 2

滑走路があって、さらにまだ施設の出来ていない

空白の部分が 2 か所あります。まだ使われていな

い空白の部分で何が出来るかを考えました。ザッ

クリ考えた結果を図で描きますと、右の空白部分

アクティブ・ライフを楽しめる場所としてスポー

ツやレジャー等の色んな施設を設けて行きます。

左側はスロー・ライフということでのんびりした

生活、レジャー系を中心にします。土地のスケー

ル感はもの凄く、実際に置いて見たものの広過ぎ

てどう使っていったらよいか困ったというのが実

感です。例えば空港島の周囲を巡るサイクリング

ロードにしようと計測したところ約 23㌔もあって

ハーフマラソンが出来る距離だと分かりました。

提案
「関西空港への集客アイデアについて」

提案者　　日下　郁恵 氏
（中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ）

提案者　　阿久井康平 氏
（中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門交通計画グループ）
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◎中央復建コンサルタ
ンツ㈱　阿久井 　　

大きくアクティブ・ラ

イフとスロー・ライフの

2 つに分けているのです

けど、圧倒的なスケール

感の中で考えた時にま

ずサーキット・コースや

ゴルフ場、キャンプ場、

スケートボード、カジノ

やホテルを思い付きま

した。後ほど個別に説明

します。空間的な配置を

考える一方、時間的とい

うか日本には春、夏、秋、

冬の四季の恩恵があり

ますので、それを活かし

た四季の道というコン

セプトを考えました。例

えば春になると桜並木

や海辺を散歩したりと

いうことになり、夏は

ビーチバレーやボート、

野外コンサートを楽し

む。秋は釣りやキャンプ

場で夜空や夜間飛行機

の景観を味わえる提案

をしました。

先 ほ ど サ ー キ ッ ト・

コースの案があると申

しましたが、その理由は

広大なスケール感を満

足させることが可能であること。広さは 150 万平

方㍍。どのような広さかというと陸上競技場 10 個

分、東京ドームで 32 個分のスケールがあります。

また関空は離島なので騒音等の問題がありません。

さらに関空は航空貨物拠点であるので F1 レースを

開催するとして海外、国内からマシンを輸送するの

に航空貨物便を使えて、すぐその場で利用出来る利

点があります。年中レースをしているわけではあり

ませんので、サーキット場は自動車メーカーのテス

トコースになったりソーラーカーレースの会場にし

たり活用します。これらを”夢”の軸 : サーキット

と名付けています。

次にカジノでありますけど、橋下・大阪市長も関

心を寄せられているのは周知の通りです。訪日外国

人の足を引き止める有効な手段の 1 つです。せっ

かくカジノに来たのだから泊って行こうというお客

様のために少しゴージャスなホテルを隣に設置する

ことも考えます。カジノではサーキットやモトクロ

スのレースを賭博の対象にして賭け合う可能性が出

て来ます。それに関連してボート場も住之江競艇と

関西空港への集客アイデアについて

２．全体図

②提案内容レイアウト図

カ
ジ
ノ

ボート場
マラソン・BMX・カート・モトクロス・ポケバイ・ロード・
ビーチバレー・フェス会場としても利用可能

サイクリングコース約23㎞
(既存コースとの連携も)

BMX・モトクロス

ホテル

スローライフ アクティブライフ

海上バンガロー

スポーツ・レジャー系ライフ・レジャー系 ２面性

キャンプ場

キャンプ場

釣り場

市場

キャンプ場

四季の道

飛行機観覧
スポット

スケートボード
パーク

関西空港への集客アイデアについて

３．ダイアグラム

②四季軸イベントダイアグラム



第 4 回 平成 25年 2月 22日（金）

95

同様の施設にすれば賭博の対象に

もなります。もちろんアマチュア

のボートレースにも利用出来るわ

けです。

サーキットのほかにモトクロス

や BMX（20 インチ径ホィール

の競技用自転車）の競技場を提案

しています。日本では競技場がな

いので愛好者は少ないですが、世

界的な動向をみると場所さえ提供

すれば今後どんどん競技人口が増

えて来ると思います。そのほかゴ

ルフ場もいくつかのコースを確保

出来ますし、大規模な野外コン

関西空港への集客アイデアについて

４．“夢”の軸：サーキット

参考：スケール感

５００ｍ

鈴鹿サーキット

陸上競技場 ゴルフ１コース

なぜサーキット？？
•関空の利点を最大限活かす
•集客施設に必要な‘軸’になり得る

関空の利点①：広大なスケール
•関空の面積は、陸上競技場21個分・東京ドーム32個分もあ

る。
•新たに土地を確保する必要もない。

関空の利点②：‘離島’
•関空は、都心部・市街地から離れた‘離島’であるため、周辺

地域への騒音被害・環境の影響もない。

関空の利点③：物流拠点
•貨物（マシン等）の輸送が容易である。

Concept1：カジノ＋スポーツ（アクティブライフ）

カ
ジ
ノ

ボート場

BMX・モトクロス

ホテル

キャンプ場

キャンプ場

スケートボード
パーク

カジノ・ホテル／F1サーキット場・ゴルフ場等の施設
・集客ターゲット：訪日外客・非日常生活を求める日本人
・セールスポイント：カジノ（ゲート）、ホテル（ラグジュアリー）、F1・ボート場（空間利用・公的賭博）、ゴルフ場（空間利用）

【世界最大マカオのカジノ】
敷地面積：約51,000m2

関西空港への集客アイデアについて

Concept1：カジノ＋スポーツ（アクティブライフ）

F1サーキット場

Ｆ１開催可能なサーキット（ビックマウスプロジェクト）
・集客ターゲット：世界中及び国内のＦ１ファン（熱心なファン多数）／Ｆ１開催関係者（オフィシャル／チーム）
・セールスポイント：世界初？海上コース／海外からの抜群のアクセス性／FTZ指定

世界的なコース設計者によるコースセット

世界的な集客力を誇るイベント性

滑走路から直接ガレージにＦ１マシンを搬入可能

関西空港への集客アイデアについて
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F1サーキット場

F1サーキット場：開催時以外はソーラーカーレース、カート、一般開放するとともに、ＦＴＺテストコースとして利用可能
・集客ターゲット：国内外のソーラーカー／カート愛好家
・セールスポイント：Ｆ１開催サーキットで走行可能
・ソーラーカーの世界大会の開催やカートレースの開催／遊園地も併設

Concept2：スポーツ拠点（アクティブライフ：空間二次利用）

関西空港への集客アイデアについて

・銭湯：リラクゼーション施設
⇒汗をかいたあとのリラクゼーション
※24時間営業の空港として、スポーツ利用者だけで
なく、ビジネス客、訪日外客からのニーズもあるはず

・BMX‐2008北京五輪から正式競技（全長400mトラック）

・BMXのレース場は国内に８ヶ所しかなく
国際大会が開催できる公認コースはまだ１ヶ所もない

Concept2：スポーツ拠点（アクティブライフ：空間二次利用）

・集客ターゲット：自転車・バイク競技等のスポーツに興味のある方
・セールスポイント：空間の有効利用、自転車・バイク競技への関心の高まり⇒五輪競技／観光客の誘致

・自転車・バイク競技への関心・興味の高まり
⇒男性だけでなく、女性も増加

・スポーツバイクの販売台数が増加

Ex．中部国際空港セントレアの展望風呂

関西空港への集客アイデアについて

敷地面積：約15000m2

関空事業価値向上

Concept2：スポーツ拠点（アクティブライフ：空間二次利用）

F1サーキット場：開催時以外は一般開放するとともに、空間スケールを活かしたイベントの場として提供
・集客ターゲット：ロックフェス等に興味のある方
・セールスポイント：空間の有効利用、年間を通したイベント開催場所（※FUJI ROCK：苗場まで行かなくてもよい）

サート会場になるような広場も可能

性があります。これらの施設があれ

ば集客力は何万人規模で一気に高ま

ります。さらに空港島の周回を利用

してマラソンコースとサイクリング

コースを造成することを提案いたし

ます。1 期島と 2 期島を周回すれば

ちょうどフルマラソンと同じような

距離になりますし、海岸線からの景

観が素晴らしいと思います。

以上がスポーツやアウトドア系を

中心としたアクティブ・ライフの主

要なものを紹介しました。
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・集客ターゲット：国内外の自動車メーカー（電気自動車含む）／販社関係者
・セールスポイント：無関税で持ち込み持ち出し可能な自動車開発・展示拠点
・滑走路から直接開発拠点に部品等を持ち込み開発・テスト走行可能／展示会開催・購入者はそのまま海外に
持ち出すことも可能

Concept2：スポーツ拠点（アクティブライフ：空間二次利用）

F1サーキット場

関西空港への集客アイデアについて

Concept2：スポーツ拠点（アクティブライフ：空間二次利用）

F1サーキット場：開催時以外は一般開放するとともに、各種スポーツの場として提供
・集客ターゲット：各種スポーツの利用者
・セールスポイント：空間の有効利用、年間を通したイベント開催場所

敷地面積：約15000m2

BMX・モトクロス
スケートボード
パーク

BMX BMX

モトクロス

ポケバイ

ロードバイク

マラソン

ビーチバレー

関西空港への集客アイデアについて

◎中央復建コンサルタンツ㈱　日下  
次に左側のスロー・ライフのゾーンについて説明

します。市場・マーケットのようなものを作っては

どうかと考えました。地元泉州の特産品や関空で運

ばれて来る空輸品の即売、また世界的になった日本

のアニメ・コミックのマーケットも面白いだろうし、

関西の若手職人さん達が活躍出来る場所を提供する

ことも大切だと思います。例えば岐阜県で今も作ら

れている昔ながらの枡
ます

があります。イギリスを代表

するデザイナーのポール・スミスがこれに注目して

少しデザインを変えて販売したところ、世界で爆発

的に人気を博しました。日本でも若者たちが岐阜を

訪れて枡を買い求めて自宅の飾棚に置く騒ぎになり

ました。お米やお酒を測る昔の度量衡から変化し、

装飾品として蘇ったのですけど、このような匠の職

人技を生かすマーケットが関空内に常設されれば素

晴らしいと考えます。また神社やお寺の門前市のよ

うなものも必要でしょう。

関空日曜市と常設市に分けて見ますと、日曜市は

週替わりとし、第 1 週はこだわり職人市で泉州タ

オル等もの作りのマーケットにします。第 2 週は

たべもの市で泉州の水ナス、タマネギ、浪速正宗な
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どを並べます。第 3 週は季節もの市、第 4 週は世

界の蚤の市、第 5 週は空港マニア市で退役した飛

行機の計器や装飾品等の部品を販売します。常設市

としてはおさかな市を開きます。関空の周辺には多

くの漁港や漁場があって新鮮な魚が獲れるので漁港

直結の市場が人気になると思います。空港内の釣り

場やバーベキュー場と連携して新鮮な魚介がいつで

も買える施設を造ります。

次にアウトドアとスロー・ライフについての集客

アイデアですけど、せっかく海に囲まれているので

釣りをしたいという意見もありました。しかし関空

周辺で釣りをしてはいけないという規制があること

は聞いています。実際に釣りをしたらいっぱい釣れ

るとも聞いています。あえて提案では釣り場を造っ

て釣った魚の浜焼きが出来るようなバーベキューの

場も設定しています。釣れなかった人はかわいそう

なので隣の市場で売っているお魚を買って焼いてい

ただく。フィッシャーマンズでは釣りのコンテスト

などのイベントでは大変な人が集まって来ます。隣

には四季の道と名付けてキャンプゾーンと日本の四

季を感じられるような公園にすることを考えていま

す。関空へ降り立った人が春は桜が見られ、秋には

紅葉を楽しんでもらえたらと思いました。もちろん

地元の方も散歩が出来ますし、F1 レースの時は観

戦のお客がキャンプ場で宿泊して予選から決勝まで

3 日間、格安で宿泊出来るようにと考えています。

釣りの話になりましたけど、関空の地元には世界

的な自転車と釣り具メーカーがあるのはご存じで

しょうか。そこでサイクリング場を利用するための

レンタル自転車、また釣り人のためのレンタル釣り

具等もメーカーのキャンペーンとして貸し出すこと

は可能だと思います。地元産業の PR とともに事業

として成り立つのではないかと考えました。もう 1

つ、キャンプ場の話ですけどテントを張って寝泊ま

りすると飛行機の離発着が直近で見られるわけで

す。飛行機マニアの人がおっしゃっていましたけど、

24 時間運用の滑走路に飛んで来る様々な世界の飛

行機が見られるなら、日本だけでなく世界のマニア

がやって来ますよということでした。飛行機とキャ

ンプという組み合わせが面白いと思います。星空を

ながめるのも良いし、飛行機の騒音さえ気にしなけ

れば住宅地から離れているのでよい環境のキャンプ

場になります。

キャンプ場だけではなく、海がありますからタヒ

チアン風の海上バンガローのような高級感のあるラ

グジュアリーホテルを配置して帰国前や入国直後の

訪日客に 1 泊して海と夕日や朝日を楽しんでもら

える施設があってもという意見がありました。

そのほかにファミリーとスロー・ライフというこ

とで飛行機マニアからの提案ですけど退役したいろ

んな航空機を並べてコックピットを見られるとか、

パイロットの部屋や貨物の仕組みとかマニア垂涎の

関空日曜市

1週目 こだわり職人市
職人さんの出展。地元の泉州タオルなども。ものづくりコンセ
プト。

2週目 たべもの市
水茄子、たまねぎ、浪速正宗などが名産。
マクロビやヴィーガンのコンセプトなどで開催。

3週目 季節もの市 季節にあわせた物販。

4週目 世界の蚤の市
世界の国々の特長あるテイスト・カルチャーを打ち出した蚤の
市を開催。

5週目 空港マニア市
退役した航空機のコックピットの計器、外装、内装の一部等を
コアな航空機ファンに販売。

週替りで市開催。毎週コンセプトが違うもので、毎月同じ市を開催。

常設市

おさかな市 釣り場やバーベキュー場と連携して開催。

定期的に市開催。人気があるものは常設市に格上げ。

関西空港への集客アイデアについて
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展示をすれば嬉しい、子供連れで家族が押し寄せま

すよということでした。離発着の飛行機を写真で撮

るマニアが結構多くて撮影場所の提供を仕掛けて、

飛行機の中のカフェでお茶が出来たらちょっとした

デート・スポットにも成り得るかなと思いました。

以上が右側と左側の広大なスペースでの施設面で

の説明でしたが、以下はソフト面での集客アイデア

としてお話します。1 つ目は関西、近畿地方にない

イベントの開催で、例えば関東芸人劇場のようなラ

イブハウスの提案です。大阪はお笑いであふれてい

ますけど意外に首都圏育ちの芸人たちが、出演出来

る場がないのです。空港があって東京と時間的距離

が近いので東京の芸人さんを入れるスタジオがあっ

てもよいと思います。それに今人気のアイドルグ

ループの関空版を作って見てはいかがかと。クール

ジャパンとしてアイドル好きの外国人が多いと聞い

ています。例えば KIXS48 の結成で関空に来た訪

日客を 1 時間ほどもてなすアイデアです。さらに

訪日外国人に国際交流の場を空港内で提供するこ

と。観光案内だけでなく日本文化に触れ合える茶道

や華道を体験出来る教室、日米語を話せるガイドの

紹介等が考えられます。私自身もボランティアで観

光ガイドを務めて中国人を案内したことがあるので

すけど、結構楽しかったので地元の方も外国人と触

れ合える場を求めていると思います。

Concept5：ラグジュアリー＋スローライフ

海上バンガローやラグジュアリーホテルを配置
・集客ターゲット：関空を利用するラグジュアリー層（帰国前や入国直後など）
・セールスポイント：関空近くでリゾート

関西空港への集客アイデアについて

最後に空港を利用されるお客様の色々なパターン

を考えて見ました。ケース 1 はカップルです。カ

ジノへ行って次に F1 レースを見ようとなります。

ケース 2 は家族連れで海辺を散歩し、市場で買い

物をしながら散策、展望ビューで飛行機を観覧して

帰ります。ケース 3 は再びカップルですけどバイ

ク競技に参加、ついでにカジノを楽しんで市場で買

い物をします。ケース 4 は友達グループでスポー

ツと釣りをして銭湯に入り、キャンプをして帰りま

す。女性のグループは飛行機を見てお茶をして市場

で買い物をします。以上が今回の提案の全てです。

◎中央復建コンサルタンツ㈱　木俣　
当社の若手のつたない発表で十分伝わらなかった

かもしれませんが、今回はアイデア集ということで

可能性のあるものを色々出して見ました。こんなも

のがあったらいいなとか、面白いなとかの感覚で発

表させていただきました。ありがとうございました。
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関西空港への集客アイデアについて

【CASE1】

カジノへ行ってF1も見よう！

宿泊施設も完備されている！

【CASE2】

海辺に散歩に行こう！

ついでに市場も散策しよう！

飛行機を近くでみたいよ！

じゃあ観覧スポットに行こうか！

関西空港への集客アイデアについて

【CASE5】

【CASE6】

サイクリングにきて疲れた！

市場でご飯を買って四季の道で休もう！

キャンプしにきたけど向こうでF1やってるやん！

魚釣れんかったから市場行ってくるわ！

間近で飛行機見るのは迫力あるなぁ！

関西空港への集客アイデアについて

【CASE7】

【CASE8】

海と飛行機見ながらお茶しに行こう！

市場でお買い物しよう！

めっちゃええ飛行機の写真とったる！

関西空港への集客アイデアについて

【CASE3】

【CASE4】

バイク競技を見に行こう！

自分達でも利用できるんだ！

帰りに市場に寄りたい！

カジノも体験してみたい！

スポーツで疲れたから銭湯に寄ろう！

釣りもできるんだ！

帰るの面倒くさいしキャンプしようか！

今度、マラソンやロードバイクの大会もあるんだ！
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事務局　A：どうもありがとうございました。お話

を聞いていまして、難しいなと思うものの方が多分、

実現したら特徴のある面白いものになるだろうと思

います。航空貨物の雑誌の中に F1 マシンは航空貨

物機で運ばれていることを知りました。あながち関

連性がないとも言えません。それでは皆様で感想を

含めてご意見をいただきたいと思います。

A：どうもありがとうございました。我々は仕事上様々

な規制に縛られています。その中で自由な発想で多様

なご提案をいただき感謝申し上げます。一番驚いたの

は鈴鹿サーキットのようなものを関空に持って来ると

いう発想です。確かに F1 を関空で走らせたら楽しい

だろうなと感じるほどの夢のある話です。そのほかに

も参考になる提案がございました。何かの機会に前に

進めることになればと思っています。

B：昨年 4 月から現職に就きまして、それまで 8 年

間は関空のにぎわい創出や販促、いわゆるイベント

等を担当しておりました。

楽しいアイデアもたくさんありましたが、折角考

えて頂いて大変申し訳ございませんが、若い人たち、

それも関空を知らない方々が、いろんな縛りやルー

ルを考えず、自由な発想で考えたのであれば、それ

こそ施設自体を変えてしまう等、もう一歩踏み込ん

で、弾けた発想で考えて頂ければもっと面白い事が

考えられたのかなと思います。

というのも、今お聞かせ頂いた企画は、過去に実

施、或いは企画として持ち上がったものの実施には

繋がらなかったものも多くございます。

また、社内で毎年新入社員の入社直後の研修の一

環で、関空の活性化やイベントを考えさせたりして

います。それこそ我々のような凝り固まった考えで

はなく、自由な、そしてフレッシュな発想で。しか

し、本日の発表と同様、同じような内容の企画が持

ち上がります。

これは何故か、一つの原因として、空港の現状の施

設ありきで考えてしまうからだと思います。それこそ、

もうひとつ島を作るとか、内水面も埋め立てるとか、

国内貨物上屋は潰してイベントに活用するとか。

自由な発想でと言っても、何か我々の頭の中で

ルールや壁がやはりあるのだと思います。

空港は様々なしがらみに縛られています。そこか

らなかなか抜け出せません。

しかし私は人が作ったルールは人が潰せると思っ

ていますので、ルールや規則がネックになるものは

発想の転換で何とでも出来ると思っています。

例えば釣りの話がありましたが、大阪府の条例で

空港周辺での釣り行為はを禁止されています。

実は以前に釣り大会を催したことがあります。当

然、採捕禁止区域ですのでイベントとしての釣り大

会は禁じられておりますが、空港が出来てどのよう

に周辺の環境が変化したか、魚類への影響調査とい

う名目とすることで不可能を可能としました。あく

まで調査を一般参加者に手伝ってもらっていること

にしました。

また、空港の夜空は大変きれいです。これが一瞬

消えて、ライトアップされればどうなるだろうか、

大晦日のカウントダウンにそんなことが出来ればロ

マンチックではないかと。

そこで 2004 年 12 月 31 日から 1 月 1 日にかけ

て航空灯火を一瞬消してライトアップするというカ

ウントダウンの催しをやったことがありす。

航空灯火を消さねばなりませんので普通に考えれ

ば 24 時間運用している空港でそのような事が出来

るはずはありません。それもイベントで。しかし、

数分であれば航空灯火のメンテナンスという名目で

可能ではないかと関係機関とも調整いたしまして実

現いたしました。

また、先ほどアイドルの話で KIX48 はどうかと

いうアイデアが出ましたが、少し余談になりますが

私も実は 5 年ほど前でしたか AKB48 がデビュー

するかしないかの時期です。24 時間空港だから空

港従業員で KIX24 というグループを結成し、普段

は空港で働いているが、イベント等には歌やダンス

などのパフォーマンスを披露する。このような事が

出来れば面白いだろうなと空港内の女性スタッフに

呼びかけてみましたが 10 人ぐらい OK をもらった

のですけど、24 人に達せず成功しませんでした。

単純に AKB48 の人気に肖って KIX48 ではなく、
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関空が 24 時間空港だから、KIX24 とする。企画に

は意味は持たせたることでオリジナリティが出てよ

り面白くなります。

先ほど展望デッキのあることを知らなかったと言わ

れましたけど、それは我々の情報発信がまだまだ足り

ていない、効果的に出来ていないと言うことだと思い

ます。いくら良いものが出来ても知ってもらえなけれ

ば意味がありません。この点は多いに反省し、更に情

報発信していかなければならないと思います。

もう 1 つ、空港は旅行者にとって通過点にすぎ

ません。旅行の目的は空港ではなく、その先に目的

があります。個人旅行の人はまだしもツアーの団体

客は 5 分も空港に滞在せずにすぐバス等で出て行

きます。その人たちをどう引き止めるか悩ましく

思っており、お知恵を頂ければと思います。

C：貴重なお話をありがとうございました。私個人の

意見ですけど一番実現してほしいのがカジノです。イ

ンチョン空港にもカジノ・センターがありますし、大

阪ほどカジノが似合う街は日本にはないと私個人は

思っていますので、個人的には関空は大変特色のある

空港になってより集客力が高まると感じました。

D：10 年後には埋立に関するほとんどの規制が外

れると思います。関経連としてはアジアから人と貨

物をどう呼び込むのかとやっているのですけど、関

空島だけで考えるべきことではなくてもう少し広い

範囲で対策を立てる必要があると考えています。と

にかく人と荷物が流れればよいのであって、特にエ

ネルギーに関しては電力をはじめ基本的にエネル

ギーが足りないのですね。今のままでは関空島に十

分な電力が供給されない心配もあるわけです。関空

ではイベントはよいとしても人がいっぱい集まり過

ぎて、1 本しかない連絡橋ですから何かあった時に

帰りが大変になることも配慮しなければなりませ

ん。関空よりも関西特区で進めているような「うめ

きた」とか夢洲・咲洲、泉佐野などにサーキット場

等の構想があっても面白いし、コミック・マーケッ

ト、クールジャパンと言われるアイデアを展開して

もよいと思います。

しかしそれらは時間がかかる話なのです。先ほど

関空の色んな取り組みが知られていないと言われて

いましたが、関西自体が日本の中であまり知られて

いません。その意味で提案の中にあったおさかな市

場のようなもの、あるいは神戸ビーフや近江牛等の

関西ブランドを売る名産市は将来の TPP を見据え

たアイデアとして有効です。関空は色々ミッション

としてやられていますけど、そういったものは時間

軸の中で早く取り組めると思います。今日の話の中

で行けそうなものはぜひ検討しても面白いかなと。

サーキット場なんかは関空だけでなくもう少し広範

囲で考えたらよいと思います。IR( 統合型リゾート )

だとかツーリズムにプラスして、そういったものが

あってもよいのかなという気がしました。

事務局　A：総合戦略特区の関係では医薬品の薬監

証明の電子化実証実験が、関西空港において行われ

ているとお聞きしていますが、色んな意味で規制緩

和の実験場として関西空港を使っていただくのは面

白いと思います。

D：特区の中で規制緩和のことは色々言われていま

したが、実現できたのはあれ 1 個しかないのです。

なんて時間がかかるのだろうと思いますけどね。

事務局　B：関空は北側誘導路を新たに造るとか、

第 3 ターミナルを造る計画がありますが、全体計

画を将来的にどういう形にするのか今 1 つはっき

りしません。個々には LCC の客層を対象とした安

く泊まれるカプセルホテルが計画されるなど徐々に

進んではいるのですけどトータルの姿はどうなるの

か。非航空系の人による集客力を持たせるようなも

のはどれだけあるのか。周回道路でマラソンするに

してもサイクリングにしてもテロ対策で警備上駄目

だとか規制があって難しいのですが、釣りの話にし

ても釣り堀なら可能性があると聞いていますが。

E：今言われるようにフェンスの向こう側はすべて

制限区域とか、常に規制のことが頭から離れないの

です。海辺で何かやると言ってもテロの問題とかが

あるし、釣りも過去にやられたし、確かモトクロスも

おやりになりましたね。広大なスペースはあるものの

フェンスに触れるようなことは絶対出来ない、という

ことがどうしても頭にあってスペース的にそれほど広
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くないと考えてしまいます。サーキットの話にしても

北側誘導路の計画地にかかりますのでどうなんかなと

思いながら聞いていました。でもアイデアとしてはな

かなかで、ガンジガラメになっている人にとってはよ

い提案かなと思います。マラソンコースにしても 1 期

島の外周はほとんどダメだと思いますよ。特に東側は

制限区域になりますからね。2 期島なら可能性がある

でしょうね。1 周 14㌔ですから 3 周回るとちょうど

フルマラソンコースになります。

事務局　B：2 期島の第 2 ターミナルに公園施設があ

りますが、それを北の方へ延ばして遊歩道とかジョギ

ングコースとかの計画があると聞きましたが。

B：公園を広げたいなという気持ちはあります。ま

だはっきりしていません。

事務局　B：公園に芝生を入れて寝転がって飛行機

が見られる展望スペースがあるのは面白い気がする

のですけどね。

F：今回の発表は若手が中心となり、非航空系の集客

というアイデアに絞りました。マーケットの狙いがど

こにあるのかを考えて、以前に出ていたものの中でも

やっぱり欲しいというアイデアをあえて出しました。

コンサルタントするのなら、きちんと答えを持って来

なさいという厳しいご指摘がありました。今回の発表

はどちらかと言うとアイデア集というお題をいただい

て作成したものです。規制との兼ね合いで言いますと、

札幌のよさこいソーラン祭りも最初は道路使用が認め

られずデモ行進という位置付けで許可を取ったと聞い

ています。そのような具体の工夫については、今後プ

ロの方が解決してくれると思います。我々は前の段階

の話をさせていただきました。

今後、どうしたらよいのか。幾つかあると思う

のですけどやはり唯一性を大事にしたい。今回は F1

レースの提案は突拍子もないことですけど、まず海

上のレース場はどこにもありません。先ほどのお話

では F1 カーは空輸されるので、降りたらすぐサー

キットに入れるのは凄いと思います。ほかにマニア

系のものも結構いけますし、自転車のことも過去に

やられたとのことですが、ブーム時期が重要で昔は

受けなかったイベントが人気を博すことがよくあり

ます。かつて KIX24 を企画されたことを初めて聞き、

驚きました。もう 1 つ、我々日本人にとっては大し

たことでなくても外国人から見ると新鮮なことが結

構あるということです。桜や紅葉の日本の四季は大

変なことなのです。それらをどうするかという面で

は若手の拙い発表で恐縮しますが、今後は唯一性と

は何かをもっと考えて行きたいと思っています。

G：私は土建屋です。展望デッキがあるのを初めて

知りましたというお話がありましたけど、圧倒的に

ターミナルしか行かないというお客様がほとんどで

して、わざわざ展望デッキまで行く人は非常に少な

いです。私は孫を連れて伊丹と関空へよく行くので

すけど伊丹と中部はターミナルの上に展望デッキが

あって素晴らしいです。関空は一番の売りである展

望デッキが遠く離れているのですね。残念です。感

動を与えられるもの、心が豊かになるものがないと

人は集まりません。そういう仕掛けが必要です。新

しい滑走路は 4,000㍍あります。明石海峡大橋も長

いですけど、関空の滑走路の方が長いのです。おま

けに 4000㍍もあると地球の円弧が出るのです。滑

走路の端から見ると向こう側の端は子供の身長ぐら

いでは見えません。そういうことを説明すると、ヘー

と感動されるのです。やはりストーリーを作らない

と駄目ですね。これからは子供とお年寄りがター

ゲットになります。もちろん女性もありですけど、

お年寄りはなかなか動きません。先ほど四季の話が

ありましたけど関空は風が大変なのです。桜や紅葉

はそれはそれで売りになるかも知れませんが、白波

が立っている日の関空の風は厳しいです。しかし、

弱みが逆に強みになることがあるので発想を広げて

もらったらよいと思います。

H：今日の提案は盛り沢山で圧倒されました。私も

魚釣りと野外ロックコンサートを考えていました。

今リバイバルで我々世代のロックコンサートをやっ

たらお爺ちゃん、お婆ちゃんが集まる時代が来てい

るような感じがしまして、よいアイデアだなと思っ

たりします。あとは桜をたくさん植えて桜の名所に

するとか、野外シアターもよいかと考えています。

第 3 ターミナルの計画の後は関空としても将来的
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に何かに使いたいという話があった時に、取っ払っ

て整備したい。そういうことであれば余り物々しい

インフラ的な構造物を造ってしまうのはどうか思っ

ています。空港としては本来的に空港施設を確保し

て置かねばならないからです。サイクリングコース

とかジョギングコースとかはよいアイデアと思いま

す。セキュリティーの話が出ていますが、参加市民

が逆にガードマン代わりになってくれます。魚釣り

の場合も海辺の外壁を守るという発想があってもと

考えています。また各地のお祭りを関空に引っ張っ

て来てワーと年中やるのも非日常的でよいのかと。

また 24 時間運用で 4,000㍍級の滑走路が 2 本も

あってという空港をもっとフル活用して欲しいとも

思っています。逆なのですね。本来的な使い方をもっ

と考えて、それにイベントが付いて来るという話で

ないとおかしいと思っています。

F：日本は八百万の神の国ですが、日本の有名な神

社仏閣を集めてその門前市のようなものが出来れば

面白いのではと思います。世界の空港にあるような

イスラム教寺院やキリスト教の教会なんかもあって

もいいのではないでしょうか。また、サイクリング

ブームなので、関空でサイクリングができるように

なり、JR や南海の電車に自転車を載せて運ぶこと

が許可されればと思います。

B：一昨年から取り組んでいてなかなか進んでない

のが 2 期島での野外コンサートです。

国内では 1 日 10 万人のコンサートは実績があるの

ですが、1 日で 20 万人とか、3 日で 50 万人とか

という記録はありません。

2 期島は敷地的には OK なのですが、そこへどう

やって運ぶか、どうやって帰りの輸送を出来るか、

空港へのアクセス、また 2 期島へのアクセスが課

題となっています。

アーチスト側には気に入ってもらっているようで

すが輸送問題でなかなか先へは進めません。例えば、

関空駅から 1 階へお客様を降ろすため特設階段を

造ることも考えました。また船輸送も検討しました

が、やはり船は天候に左右されるので結局は陸上輸

送が基本としなければなりませんので 10 万人とも

なると相当工夫が必要です。

広大な敷地ですので、コンサート会場の騒音は

我々には全くといっていい程問題はありません。逆

に飛行機の騒音の方が大きいので、アーティスト側

が嫌うことはあります。

ただ、やはり様々な関係者に聞きますと、興味を

持たれていることは事実です。

もう 1 つ、一過性のイベントで集客があるのは

大いに結構なのですが、旅客にとっては迷惑をかけ

ないということが大前提です。

何年か前に連絡橋を無料開放した時に凄いお客様

が来てくれたのですけど駐車場はオーバーフロー、

帰りの車は大渋滞となったことがあり、航空機利用

のお客様に大変ご迷惑をかけたことがあります。

このようなことは本末転倒になりますので、その

バランスは重要です。

A：だらだらと来て、だらだらと帰れるようなコン

サートを考えないといけません。一人のアーチスト

だけでなくジャンルの違う複数のアーチストで仕掛

けて行かないとしんどいかなと思います。

I：拙い発表で申し訳ありませんでした。F1 レース

は 10 万人規模でやはり船で運ぶのかなと考えたの

ですけど、船は輸送対象から除外せざるをえないと

のことですので輸送がネックだろうと認識しまし

た。関空は風が強いと聞きました。それをどう逆手

に取って行くのかという意見がありましたけど、紙

飛行機大会を開催した時に風が物凄く吹いて大盛り

上がりだったことを覚えています。今日はありがと

うございました。

J：本日はありがとうございました。発表させてい

ただいたのに関わらず、すでに色々やられていると

聞き、我々は知識がない中で勉強になりました。連

絡橋の話がありましたが、実は私どもの会社は橋の

設計もやっていますので、その面でお力になれるこ

とがありましたらよろしくお願いします。

事務局　A：以上で、本日の研究会を終わります。

どうもありがとうございました。次回は 3 月末頃

に本研究会のまとめとして開催予定です。日時が決

まりましたらご連絡します。
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関西空港の事業価値向上に関する研究会

第 5 回 研究会議事録

（1）開催日時：平成 25 年 3 月 29 日（金）午後 3 時〜 5 時

（2）会　　場：大阪キャッスルホテル 7 階　菊の間

（3）会議出欠者
　1）メンバー

　　○出席者（順不同、敬称略）

徳弘　仁志 三菱重工業㈱関西支社　支店長付

増森　　毅 パナソニック㈱関西渉外室　企画渉外部長

日下　郁恵 中央復建コンサルタンツ㈱計画系部門総合政策グループ

　　○欠席者（順不同、敬称略）

谷河　秀信 ㈱大林組大阪本店建築事業部営業部　課長

松川　康司 南海電気鉄道㈱経営政策室　経営企画部長

中川良一郎 清水建設㈱関西事業本部企画部　部長

横山　祥生 JFE スチール㈱大阪建材・プロジェクト営業部　土木建材室長

谷垣　俊彦 関西電力㈱お客さま本部地域開発グループ　課長

玉井　　宏 ㈱きんでん経営企画部　経営企画部長

伊縫　憲幸 ㈱日建設計企画開発部　主管

大村　光正 東亜建設工業㈱大阪支店関空事務所　所長

橋本　正信 ㈱竹中工務店大阪本店営業部　主任

藤本　　勝 五洋建設㈱大阪支店　調査役

中村　陽一 東洋建設㈱大阪本店　部長付

作田　善宏 前田建設工業㈱関西支店土木営業部　民間営業チーム長

米村　博文 栗原工業㈱西日本営業本部　営業部長

林　　秀行 イオンディライト㈱近畿営業部　次長

　2）オブザーバー

池田　　均 新関西国際空港㈱経営戦略室　調査役　

　3）事務局  

山内　芳樹 （一財）関西空港調査会　参与　調査研究グループ長

小西　　桂 （一財）関西空港調査会　参与

（4）提　　案
・提　　　案　　「関西空港の事業価値向上のための新たな活用方策について」

 関西空港調査会　参与　　山内　芳樹

（5）意見交換
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A：

・関空アクセスの 24 時間対応に向けて 4 月 1 日か

らリムジンバス、ベイシャトルの早朝深夜の増発

の説明

・最近の旅行者の特長は、中国人の団体が減少し韓

国や台湾の個人や小グループが多い。第一ターミ

ナル 1 階のインフォメーションセンターには 1

日 300 件程度の問い合わせがある。旅行者が事

前に調べてきた地名や商店へのアクセス方法が多

い。

・JR も訪日旅行者用に姫路あたりから米原あたり

までのエリア周遊券（各種特急や新幹線も乗れる）

を格安で販売している。日本人には販売していな

いのであまり宣伝もできずに販売方法も関空 JR

販売所での直接販売になっている。多いときは 1

時間待ちの行列ができている。

B：

・今日の提案は非航空系来港者を増やすことが中心

であったが、それが関空の収入を増やすことにつ

ながるとは思えない。

・インバウンド旅行者やトランジット待ちの旅客に

対して、関空を起点とした半日観光コースをいく

つも用意してなど関西の名所などへのショート・

トリップを用意してはどうか。

＜メニューの例＞

・和歌山白浜アドベンチャーワールド（イルカショ

ウなど）

・大阪城、心斎橋、道頓堀等

・すでに人気があるりんくうアウトレットへの買い

物ツアー

・関空からのクルーズ観光（神戸観光や USJ への

アクセスにも活用）

・いろいろな（世界各地、国内各地の）食やお土産

（スィーツ系）の多くのメニューを作って（デパ

地下のイメージ）旅行者や来港者が、関空へ行け

ばいろいろなおいしいものが買えるようにする。

少人数にも対応できるようにするべきである。そ

れがリターンを生むことにつながる。

C：

・泉佐野丘陵緑地のように関空でもボランティアに

木を植えてもらったり、緑化してもらうようなこ

とはどうか。

・関空の中での名所の話があったが、そこへのアク

セスを考える必要がある。以前は展望ホールへは

車をターミナルビルの駐車場に止めて有料バス

（現在は無料）で行ったが、いまは展望ホールに

駐車場もできて、車で行ける。例えば、夕陽スポッ

トとか明石大橋展望スポットはどこでそのアクセ

スはどうなるのかを検討する必要がある。

D：

・ヴォーグなどの女性誌や関西ウォーカーなどのタ

ウン誌とのコラボレーション

・ショート・トリップの候補地として堺の古墳・文

化財、岸和田城あたりもいいのでは。
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