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In city planning field, it is important to make use of the research results for administrative practice, but it is not 
enough to collaborate between administrative side and research side. In view of the situation, we set up a 
collaboration study group by the Government officials and younger academic researchers, and studied for three years. 
Based on the study group research, this paper shows two areas with high necessity of collaboration, and proposes two 
effective actions; "Utilization of past research results" and "Collaboration in future research activities". In addition, 
not only administrative and academic sectors, but also private sectors such as consultants have a significant role in the 
collaboration, and it is clarified that each sector's efforts and the strengthening of collaboration are important. 
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1. はじめに 
都市計画行政を進めていく上では様々な知見が必要であり，

この観点からも都市計画に関する研究成果を実務に生かすこと

が重要である．しかしながら，実務と研究の乖離が指摘されて久

しく，いわば，研究を学ばない実務，実務を見ない研究，と言う

べき状況が改善されたとは言いがたい．個別の政策やプロジェク

ト毎に見ると連携が図られている事例もある一方で，実務と研究

の連携を進めるため，具体的にどのような取り組みを進めればよ

いのか，依然として都市計画の実務を担う行政側，研究を行う学

側ともに見いだせていない状況にある． 
このため，研究交流分科会「実務と研究の連携のための研究

会（座長：森本章倫）」(1)では，官の実務者と学の若手研究者が

連携して，研究成果を実務に生かすための方策，実務に活用され

る研究活動のあり方について検討を行うことを目的に 2017，
2018，2019年度の3か年にわたり活動を行ってきた． 
本稿はその成果を踏まえて行政における実務と学における研

究の連携のあり方について考察を行ったものである． 

2. 研究会の活動と論点 
本研究会では，2017 年度は，都市問題を対象にして論点の整

理を行った． 
実務としての行政側より法改正，予算制度拡充，ガイドライン

作成，都市交通調査等の施策検討における研究活用の事例，研究

内容を報告し，研究成果を行政に生かすための取り組み方法を検

討・討議した． 
また研究としての学側からは，海外における行政での研究活用

と普及の事例，土地利用・都市開発の政策面に関連する研究や，

交通プロジェクトに関する既存研究事例を報告し，行政側が研究

成果をどのように実務に生かせるか，実務の担当者が直面してい

る課題から研究成果を検索できる分かりやすい仕組みの必要性

等について検討・討議した． 
これらを通して，実務と研究の連携のニーズが高い分野として，

政策面での連携，実践面での連携の2分野があることの論点整理

を行った．また，連携の具体的な取り組み内容として，これまで

の研究成果の活用，これからの研究活動の連携という2つの視点

があり，さらに取り組みを行う主体として，行政，学，民間があ

り各主体の取り組みと連携強化が重要であることを整理した． 
2018 年度は，政策面での連携を中心に検討・討議を行い，そ

の活動の一環として，11 月に都市計画学会全国大会においてワ

ークショップを「コンパクト＆スマートシティ研究と政策立案」

をテーマに実施した(2)．ここでは，コンパクトシティの政策理念，

立地適正化計画の法案作成，非集約エリアの空間特性・土地利用

の方向性，スマートシティとコンパクトシティの関係等の政策面

について，研究成果の活用，研究活動の連携，行政・学・民間の

連携という観点から意見交換を行った． 
2019 年度は，実践面での連携を中心に検討・討議を行い，そ

の活動の一環として，11 月に国土交通省のスマートシティモデ

ル事業にも選定されている宇都宮市において公開シンポジウム

を「ウォーカブルでスマートなまちづくり」をテーマに実施した．

ここでは，地元のまちづくり・スマートシティの取り組みの紹介

を行ったうえで，地域における具体的な計画策定，プロジェクト

推進等の実践面における研究成果の具体的活用方策や今後の官

学の連携方策について討議を行った． 
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 3. 今後の連携のあり方について 
上記の検討・討議を踏まえて，本稿では，行政における実務と

学における研究の連携のあり方について，研究会における検討を

踏まえて具体的な考察を行っている．図-1 に今後の実務と研究

の連携イメージを示す．研究サイドで科学的な政策評価を実施し，

実務サイドではエビデンスを踏まえた政策立案を実施すること

が望ましい． 

【図-1】実務と研究連携のイメージ図 

本稿では，まず，4章で連携の重要性が高い分野について，4-1
政策面の連携，4-2実践面の連携の2点について，それぞれの分

野における連携ニーズと連携の方向性を整理している．次に，5
章で，連携の具体的な取り組み内容として，5-1これまでの研究

成果の活用と，5-2今後の研究活動の連携の2点についてあり方

を整理している．最後に6章で，関係者の連携による取り組みと

して，主体別に取り組み内容を整理している．この全体構成は，

図-2のとおりである． 

4. 今後の連携のあり方について 
4-1. 政策面の連携 

研究会においては，実務では，研究成果の法正時における活用

や，政策検討のための審議会での活用，手引き・ガイドライン策

定における活用，予算要求・予算制度拡充における活用等，様々

な形で既往研究の成果を活用していること，さらに今後の活用ニ

ーズがあることが確認された．また研究においても，過去の制度

設計プロセスの研究のほか，現時点でも審議会・委員会等に参加

する際の知識として政策立案過程の情報提供に関するニーズが

高いことが確認された．政策面での連携ニーズについて，主なも

のを挙げると以下のとおりである． 
(1) 政策の方向性の検討時 
政策の検討時（審議会，委員会等）において，今後の政策の方

向性に関する知見を得るための，新たな視点での課題発掘，海外

における施策の展開事例，先進的な取り組み事例等の研究成果活

用のニーズが高い． 
(2) 制度設計のエビデンス 
法制度，ガイドライン，予算制度等の制度設計において，社会

動向，ニーズ，公益性等を示すために，全国的な傾向の分析結果，

施策の公益性や効果に関するエビデンスに関する研究成果活用

のニーズが高い．また，海外の施策や先進的な取り組み事例等の

研究成果活用のニーズが高い． 
(3) 過去の施策の立案の経緯 
制度設計にあたっては，現在の政策・制度が出来た経緯，社会

背景，根拠等の資料が必要となり，政策・施策の立案経緯やその

評価に関する研究成果活用のニーズも高い． 
(4) 施策の効果，検証の分析手法，評価手法 
政策，制度がもたらす社会的な効果の把握，定量的評価の具体

的方策や，施策を投じたことの効果の見える化など分析手法・評

価手法に関する研究成果活用ニーズが高い． 
(5) 政策の検討過程の資料提供 
また，研究者の側からも，政策面の行政実務がどのように動い

ているのか，施策検討の全体像や具体的な動きが見えづらく，政

策の企画立案の経緯に関する情報提供が求められている．

【図-2】連携の重要性が高い分野と具体的な取り組み内容 

- 56 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, May, 2020 

 

4-2. 実践面の連携 
研究会を通して，現場における計画策定やプロジェクト推進等

の実践面の連携でも，実務において研究成果を活用するとともに

学側と連携して先進的な取り組みを実施していること，学側にお

いてもフィールドやデータを活用した研究を実施していること

などの面から連携のニーズの高いことが確認された．主なものを

挙げると以下のとおりである． 
(1) 計画・プロジェクトの方向性 
計画作成，プロジェクト推進の企画立案段階において，今後の

取り組みの方向性を検討する際に，先進事例等の研究成果の知見

の活用ニーズが高い． 
(2) 計画やプロジェクトの合意形成 
関係者への合意形成のための各種説明資料，根拠データが重要

であり，データによる予測と問題解決，将来の姿の可視化等の研

究成果活用ニーズが高い． 
(3) 既存の施策や手法，技術の改善 
現場において，既存の行政施策や計画分析の手法の改善，施設

整備や維持管理等の技術の改善，社会的インパクトや効果の定量

評価，計画立案・合意形成プロセス等に関する研究成果活用ニー

ズが高い． 
(4) データ，資料の提供 
研究を実施する上で必要となるデータは行政か現場にあるも

のであり，行政の保有する調査データ，現場のプロジェクトで把

握したデータについて利用しやすい形での情報提供が求められ

ている． 
(5) 行政・大学が連携したモデル事業の実施 
さらに行政単独では実施が難しい先進的・実験的な取り組みに

ついても，行政・大学・民間事業者等が連携した体制とすること

で，失敗を恐れない取り組みが出来る可能性がある．また，大学

側にとっても，実験のフィールドの提供を受けることでより有益

な研究が可能となる． 
 

5. 連携の具体的な取り組み内容 
5-1. これまでの研究成果の活用での連携 
(1) 研究成果の積極的活用に向けた意識醸成 
これまで，行政実務において様々な研究成果が使われていると

はいえ，まだまだ限定的であり，さらなる活用に向けて，政策の

根拠となる論文の収集と積極的な活用の取り組みを進めていく

必要があることが確認できた．特に，最近の行政の調査業務にお

いては，既往調査・既往研究の把握を十分に行わず，既に知見が

ある内容にもかかわらずアンケート調査等を実施するケースも

散見される．事前にこれらの内容を把握することで，より効率的

で質の高い調査業務を行ことが可能であり，既往調査・既往研究

の活用は重要である． 
そのためにも，引き続き，研究成果の活用事例等を整理し，行

政担当者に提供を行うことにより，研究成果を学び，活用する意

識を育てていくことが必要である． 
(2) 研究成果の効率的な資料収集方法の提供 
上記のような研究活用にあたっての論文検索のノウハウを提

供していくことも重要である．現在，行政担当者は研究成果につ

いて人づてや学会論文集，ネット等を活用して探しているが，非

常に苦労していることがわかった．また，主要な学会や学会誌，

論文検索サイト（google scholar等），電子ジャーナル出版プラッ

トフォーム（J-STAGE：科学技術情報発信・流通総合システム等）

等の研究者であれば基本的な研究論文の検索システムを知らな

い行政担当者も多い． 
まずは，行政担当者向けに，研究成果の資料取集方法や収集に

あたっての留意点（査読付き論文とそうでない論文の違い等）等

を提供することが重要である． 
また，委員会などに参画した学識経験者が既往研究を紹介する

ケースは多く，これらにより行政側は多くの知見を得ている．行

政から既往研究の知見について問い合わせがあれば，その相談に

乗れるように学側の体制を整えていくことも今後の検討課題で

あろう． 
(3) 行政における研究成果活用リテラシーの向上 
行政実務において研究成果を活用する際に，論文の分析の対象，

データの収集方法，データの条件・信頼性，知見の適用可能性の

範囲汎用性等について十分な検証なく引用している事例も散見

される． 
研究成果を活用する際の留意点を整理するとともに，適切な活

用を行っている調査事例を普及する等，研究成果の活用法のリテ

ラシーを挙げる取り組みを行うことが重要である． 
例えば，国土交通省都市局の「健康・医療・福祉のまちづくり

推進ガイドライン」1)においては，参考資料として，調査分析に

活用した34本の既往研究・文献を整理した一覧表を掲載してい

る．ここでは，各論文や調査等の具体的な内容について，「十分

な調査結果の蓄積に基づく報告」，「限定的な調査に基づく報告，

あるいは一般的な考察・課題の提示」に分類して，結果・考察の

概要を掲載している． 
また，国土交通省都市局の「まちづくりにおける健康増進効果

を把握するための歩行量（歩数）の調査のガイドライン」2)では，

歩行による医療費抑制効果に関する既往の研究・報告等の知見を

整理・分類し，それらの研究成果についてメタ分析を行うことに

より，歩行による医療費抑制効果の原単位について分析を行い，

各著者に確認を取った上で「１日１歩あたりの医療費削減効果」

を算出している． 
また，農林水産省では，取り組みのエビデンス集として，「「食

育」ってどんないいことがあるの？」3)を出している．難しい研

究もわかりやすく翻訳されて，かつ体系的にまとめられており，

地方自治体の政策担当者も，論文の要点を理解できるようなって

いる．さらにその根拠となる研究結果についても「エビデンステ

ーブル（研究結果の一覧）」として，既往研究が整理・紹介され

ており，より詳しく知りたい人が，これにより研究の概要がわか

り，さらに論文も参照できるように工夫されている． 
このような事例について，研究成果の格付けの妥当性・検証方

法についての議論はあるものの，取り組み自体は参考となるもの

であり，様々な活用事例を整理しながら適切な活用方法を整理し，

ノウハウを提供していくことが求められているといえよう． 
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 (4) 行政担当者にも理解しやすい研究内容の提示 
上記のような研究内容の検証・格付け・メタ分析の問題につい

ては，そもそも，行政実務の担当者が個別に行うのではなく，あ

る課題に対して，どのような研究成果・知見があるか，分かりや

すく提供する仕組みが求められているとも言える．言わば，研究

成果の科学的根拠の確からしさが誰でも分かるような研究の格

付けを行い提供する取り組みが必要であり，これは学の側でも，

重要な知見になるはずである． 
例えば，レビュー論文は，先行研究の知見をまとめていて，そ

の領域で発表された研究をすべて読まなくても既往研究の知識

を理解することができる．他の学術分野（例えば医学系）では，

よく整理されたレビュー論文が大きな影響力を持ち数多く引用

されている．都市計画の分野においても，今後，レビュー論文の

価値を評価し，積極的な研究の実施と投稿を促し，それと同時に

良いレビュー論文については積極的に業績として評価していく

ことが必要ではないだろうか． 
また，メタ研究に基づく研究の格付け，ウェブサイトやマニュ

アルを通じた学術的知見の普及については，海外の刑事司法分野

における事例がある． 
米国では，犯罪対策の格付けウェブサイトCrime Solutions.gov4)

が，国立司法研究所（National Institute of Justice）により開設され

ている．ここでは質の高い評価研究やメタ分析の成果に基づき，

各地で実践された犯罪対策を，効果あり（effective），有望

（promising），効果なし（no effects）の3種に格付けしている．

同サイトには，2020年4月現在，601のプログラムが登録され，

実務者が容易に参照可能な研究の一大データベースとなってい

る．また，英国警察大学(College of Policing)は，2013年に，英国

におけるEBPMを支援する組織What works centreの一翼を担う

What works centre for Crime Reduction5)を開設している．ここでも，

2020年4月現在で，57のプログラムが評価・格付けされ，研究

成果の実務への還元を行っている．また，英国ロンドン大学ジル

ダンドー犯罪科学研究所が提供する実務者向け研究紹介のウェ

ブサイト 6)では，最新の研究成果が，予備知識のない実務者にも

伝わるようわかりやすく提供されている． 
これらの取り組みの本の都市計画分野への示唆として，まず，

研究の格付けという発想があることが挙げられる．メタ研究の存

在があり，特定の課題に対して，どの程度の科学的根拠があるの

かを知ることができるようになっている．次に，実務家が直面し

ている課題から研究を探索できるというシステムとなっている

ことが挙げられる．キーワード検索のやりやすさ，地図から課題

が検索できる仕組み等，行政実務で使いやすい仕組みとなってい

る．最後に，研究成果の翻訳と普及という観点が挙げられる．学

術分野全体としてのアウトリーチ，わかりやすいマニュアルやウ

ェブサイトにより研究成果をわかりやすく普及していくことは，

行政実務のみならず，学における今後の研究においても重要であ

ろう． 
(5) 行政における研究成果の活用実績の公表 
行政における研究成果の活用を進めるとともに，その活用実績

については，適切に公表を行い学側へフィードバックを行ってい

くことが必要である． 
研究成果を活用した審議会資料やガイドライン等において，そ

れぞれの図表等において参考文献が明示されている場合でも，最

後に参考文献リストが掲載されていない場合が多い．今後は，参

考文献リストを作成・掲載を行い，それを広く学の方にフィード

バックするようにするべきである． 
また，法案作成，制度設計，予算拡充等で活用した研究成果に

ついては，これらの検討経緯に関する資料の情報提供が十分では

ないこともあり，活用実績の公表が十分でない．後述する5-2. (2) 
のように，政策の検討プロセスに関する情報提供とあわせて活用

実績の公表にも取り組むことが必要である． 
(6) 行政の活用実績に関する学側の評価 
行政において活用した研究成果の活用実績を学側にフィード

バックするとともに，それを受けた学側で，行政での活用実績を

業績として評価することを検討していくことも必要である． 
そもそも，業績として研究成果の影響度をどのように判断する

のか，論文の被引用回数をどのように取り扱うのか，という難し

い問題を含む検討課題ではあるものの，行政において活用された

研究成果を一定程度業績として評価すること自体は妥当なこと

であろう．今後，学会における多様な議論がなされることを期待

したい． 
(7) 行政等の調査業務成果の活用（投稿論文によるリスト化） 
国や地方公共団体，独立行政法人等が実施した調査業務やプロ

ジェクトの事例調査等については，過去に実施された調査業務の

内容がリスト化されておらず，これらを検索しその内容を把握す

ることが難しい状況にある．このことから現実の問題として，行

政部局においては，特に他部署における研究成果を十分に把握せ

ずに調査業務を実施していることも多い．一方で，今後，多くの

行政機関にまたがる調査業務の検索プラットフォームを新たに

創設することは現実的とは言えない． 
このような課題への対応方法として，行政等における調査業務

を学会の論文として投稿することで，電子ジャーナル出版プラッ

トフォーム（J-STAGE：科学技術情報発信・流通総合システム等）

を通して，その知見を行政，民間，学で共有することが可能とな

る．このような観点からも，行政・コンサルタント等において，

新しい知見がある調査業務，現場での新たな取り組みが行われた

実践事例等については，学会側からも積極的に研究論文として投

稿を促し，知見の蓄積を図っていくことが必要である． 

5-2. 今後の研究活動での連携 
(1) 行政の政策・制度等に関する情報 
現在，行政においては，委員会，審議会などにおいて，行政，

学識者等から構成される検討会を設置し，調査の進め方，分析手

法，結果分析の考察等についてアドバイスを受けており，先に述

べたように，様々な研究成果によるエビデンスや先進事例につい

ても助言を得ている．研究会では，まず，このような行政の委員

会等について，学識者から意見をどのようにもらうのか，その方

法について議論となった． 
まず，行政の政策・制度の情報提供に関する課題についてであ
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る．委員会・審議会では特定の課題についての議論が中心であり，

行政施策全般についての情報提供が不足していること，また，講

義等で政策全体の説明を行うのに適した資料が見当たらないこ

と，に関する意見があった． 
行政の側としては既にホームページ等で必要な制度を紹介し

ているものの，学の側で求めるものになっていないこと，少なく

とも，入り口レベルで政策・制度全体に関するわかりやすい資料

が不足しており，都市計画行政に関する一般向けの資料の提供が

必要であることが確認できた． 
これを改善する取り組みとして，都市計画法50・100年企画特

別委員会と本研究会において，「都市計画講義資料作成支援サイ

ト」7)を設け，国土交通省都市局と連携して大学の講義で活用で

きる都市計画の教材の提供を行った．ここでは，国土交通省が作

成した政策全体がわかる資料をパワーポイント形式で提供して

おり，政策全体を把握することができ，さらに講義用に修正・加

工することが可能である． 
今後，引き続き，これらの充実のほか，よりわかりやすい資料

の提供にむけて，検討を行っていくことが必要である． 
(2) 政策の検討プロセスにおける情報提供 
また，研究会においては，国等の設置する審議会などに参画し

ても，行政の政策企画立案の動きが分からず，どのように関わっ

ていけばよいのか分からないといった課題も挙げられた．行政に

おける実際の立法・制度創設時の検討経緯，実情を知ることがで

きれば，学の側でも，より政策面への研究へ参加がしやすくなる

と考えられる． 
研究会においては，2014 年の立地適正化計画制度（都市再生

特別措置法）や，2017 年の都市計画における農地の扱い（都市

緑地法等）について，立法時，制度検討に関する経緯の報告と意

見交換を行ったが，大変に有用であるとの意見が多かった．今後，

学会向けの制度説明会の実施や立法時，制度検討に関する関連資

料の提示を積極的に進めていくことが必要であろう． 
例えば，イギリス政府は，各省庁等で作成した政策文書，報告

書，統計等をHPで統合している 8)．全省庁のオフィシャルドキ

ュメントが読めるという意味で，このHP の頭にある”The best 
place to find government services and information Simpler, clearer, 
faster” という言葉が印象的である．イギリス議会のHP でも，

Official Documents website (External site)というサイト 9)において各

省庁の報告書が一覧で閲覧することできる．例えば，自転車利用

と歩行による低炭素社会の実現をはかるために掲げた政策によ

る，これまでの取組みが報告されたものもみられる．また，両院

の議事録，特別専門小委員会による報告書や調査書もみることが

できる 10)．様々な種類の報告書があり，報告書によってはテー

マに関する制度の出来た背景，理由，参考とした調査報告書等も

わかりイギリスの政策の流れを知ることができる．このように日

本にいながらイギリスの政策の研究が可能となっている． 
日本でも，各省庁，国会の立法補佐機関などにおいて，立案過

程，立法過程の様々な資料が作成され，それらの入手が可能とな

っている．各省庁においては，審議会の配付資料，報告，答申や，

法律案，国会の立法補佐機関（衆議院調査局，参議院常任委員会

調査室等）の調査報告や参考資料においては，制度の背景，論点，

関連資料，データ等がわかる．また，立法時の検討過程や想定問

答等についても，法案後に整理され出版されていることが一般的

である．これらの立法過程の資料の探し方に関するノウハウも提

供されている 11)．しかしながら，例えば国会の立法補佐機関の

調査報告も国会図書館に行かないと入手できないなど，これらの

情報を入手しやすい状況とは言えない．今後，さらに学会誌やイ

ンターネット等の多様な情報媒体を通して，政策の検討プロセス

に関する情報提供の検討が必要であろう． 
(3) 研究テーマに関する初期段階の意見交換 
研究活動を実施する上では，政策面・実践面における行政ニー

ズが研究者に届いておらず，また，研究者の側でも行政ニーズの

把握が難しいという課題が挙げられた．例えば，学術研究発表会

においても研究発表者が研究内容の有用性を最初に提示するこ

とが多いが，行政担当者からすると発表者が提示している有用性

とは別の異なる視点で有用性を感じることも多い．研究の早い段

階で実務者側と意見交換をすることにより，研究者が意識してい

なかった研究内容の特長や有用性等に気づくことができる可能

性がある．現在は，面識のある研究者と実務者が個別にヒアリン

グをする等の取り組みが行われているが，より積極的に研究の初

期段階で研究テーマ，内容に関して実務者と意見交換を行う機会

を設けていくことが求められている． 
例えば，一般財団法人国土技術研究センターでは『道と暮らし』

に関わる自主研究として，「最近の交通問題と道路サービスに関

する意見交換会（新道路研究会）」を開催している 12)．国土交通

省道路局の若手職員と30代～40代の若手研究者10名程により，

行政側は最新の政策トピックを，大学側は最近の研究について，

それぞれ発表を行い，意見交換を行っている． 
このように，実務・研究双方の意識を高め，双方の間をつなぐ

ことを検討していく必要がある． 
(4) 重要な課題に関する研究テーマの共有 
さらに，行政的に重要な課題，今後研究が必要なテーマについ

ては，そのような研究テーマを行政・研究側で共有していくこと

が重要であるという指摘が研究会であった． 
このためには，学会等の場を積極的に活用して行政課題や研究

テーマを広く関係者で共有していくことが考えられる．例えば，

都市交通調査のビックデータの活用については，学会の研究発表

会で国土交通省都市局がオーガナイザーとなり特別セッション

を設置し 13)，ビッグデータ時代の都市交通調査について新たな

行政ニーズと最新の研究手法について行政・研究者・民間企業担

当者において意見交換をしている．このような学会の場を活用し

て，より積極的に研究テーマ，内容に関して共有を図る取り組み

を検討していく必要がある． 
(5) 長期的な視点からの研究成果の評価 
研究会では，上記(3)，(4)のように行政ニーズと研究テーマの

連携の取り組みは重要であるが，一方で，当初は行政との連携を

考えずに学として必要な研究を進める場合でも，成果が結果的に

行政に役立つことが多々あることが指摘された．論文発表直後は

あまり注目されなくとも，その後の社会経済の変化，行政ニーズ
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 の変化等から，その後高い評価を受けている研究も多い．

多様な研究テーマに取り組みながら，それを長期的に活用し，

評価していく仕組みを検討することも重要であろう． 
このためにも研究成果をできるだけ探しやすくして，行政やコ

ンサルタントが研究成果に目を向けるようにするとともに，過去

の研究成果を一定期間後（例えば10年後等）において再評価し，

表彰していくような仕組みも検討していくことが必要であろう． 
(6) 実践フィールドの提供と研究との連携 
現場での計画策定やプロジェクトの実施など実践の場におけ

る連携としては，計画策定・プロジェクト推進の企画立案段階や

関係者への合意形成の段階等がある． 
例えば，交通分野では，現地の委員会などに参加し，人中心の

道路空間の必要性等の方向性を行政へインプットするとともに，

具体的なプロジェクト企画へ参加したり，学生が調査して住民と

の合意形成や警察対応に寄与したり，現場での実践を踏まえて，

行政の担当部局と新たな施策展開の勉強会を開催したりしてい

る 14)．土地利用・都市デザイン分野では，具体的なフィールド

を対象に現状分析・将来予測を行い，課題を設定し，中長期的な

将来像とその実現手段を提案する取り組みが盛んである 15)． 
行政においては，方向性に関する様々な知見や合意形成のため

の説明資料，根拠データの作成などに関するアドバイスを受けプ

ロジェクトを推進していくとともに，既存の行政施策や計画分析

手法，施設整備や維持管理等の技術について，課題を発見し，改

善についての知見を得ることができる．また，学の側からは，様々

な研究に関する実践フィールドとして重要であり，今後とも，現

場レベルにおいて，これらの取り組みを進めていくことが必要で

ある． 
(7) 行政データの提供 
研究を実施する上では，行政の保有する調査データ，現場プロ

ジェクトで把握したデータの提供は研究側にとって重要である．

現状では，研究者が個別に役所と直接調整しデータを入手し研究

している状況であるが，より使いやすいデータの整備を進めて必

要がある．

政府においても，2016 年に「官民データ活用推進基本法」が

公布・施行されており，国，地方公共団体，事業者が保有する官

民データの容易な利用等について規定している．また，令和元年

6 月に改正された「オープンデータ基本指針」16)において，国，

地方公共団体，事業者が公共データの公開及び活用に取り組むべ

きことが位置づけられている． 
現在の行政データは集計結果のみが公表されており，様々な観

点から分析が出来るような原データについては提供されていな

いか，提供される場合でも申請手続きが必要となるケースが多く，

より研究に活用しやすいデータ提供が求められている．例えば，

英国では，必要な調査データの条件を入力すれば，その集計結果

がアウトプットとして出てくるような交通調査データが提供さ

れている 17)．また，日本でも東京都市圏を始めとする都市圏パ

ーソントリップ調査については，協議会が同様のデータ提供を行

っている 18) ． 
特にデータの利活用について，個人情報保護との関係の整理は，

重要である．データ取得時に，研究利用されることを明記するな

ど事前に被験者の同意を得ておくことも重要であるが，個人情報

保護の観点を踏まえた利用・提供の考え方を整理し，公共団体に

提供していくことも重要である．このような観点を踏まえ，都市

計画基礎調査については「都市計画基礎調査情報の利用・提供ガ

イドライン（平成 31 年 3 月 国土交通省都市局）」19)を策定し，

オープン化に向けた取組を進めている． 
また，データを一元化して提供することも重要である．例えば，

米国ニューヨーク市では，行政に関するデータが一元的にHPで

提供され 20)，日本にいながら様々な分析が可能である． 
今後，これらのようなより使い易いデータ提供に向けた取り組

みを進めるとともに，様々なデータを統合・共有したデータプラ

ットフォームなどについても検討を進めていくことが必要であ

る． 
(8) 官産学の連携スキームの構築 
さらに，より新たな手法により課題解決が求められる実践的な

現場では，行政・企業・研究機関による連携スキームを構築して

いくことが有効であると考えられる．既に，国土交通省都市局が

実施しているスマートシティモデル事業 21)は，新技術や官民デ

ータを活用しつつ都市・地域課題を解決する事業であるが，民間

企業，研究機関によるコンソーシアムを組成し，課題解決のため

の具体的方策（ソリューション）を即地的に検討している． 
例えば，Ｕスマート推進協議会 22)では，地方公共団体として宇

都宮市，民間事業者等代表として宇都宮大学，構成企業等として，

早稲田大学，宇都宮ライトレール（株），ＫＤＤＩ（株），関東自

動車（株），日本電気（株），東京ガス（株）等によりコンソーシ

アムを構築し，観光地やイベントにおける人流データ分析，モビ

リティサービスの導入による地域活性化に向けて検討を進めて

いる． 
このような体制づくりにより，異業種を含む様々なデータ，新

技術を掛け合わせ，課題を解決することが可能になると考えられ，

これらの成果や今後の課題を検証しながら，普及促進に向けての

取り組みを進めていく必要がある． 

6. 関係者による連携の取り組み 
6-1. 行政と学における取り組み 
以上に述べた取り組みを主体別に整理をすると，以下のとお

りである． 
(1) 主に行政としての取り組みを行うべきもの 
・研究成果の積極的活用に向けた意識醸成 
・研究成果の効率的な資料収集方法の提供 
・行政における研究成果活用リテラシーの向上 
・行政における研究成果の活用実績の公表 
・行政等の調査業務成果の活用（投稿論文によるリスト化） 
・行政の政策・制度等に関する情報の提供 
・政策の検討プロセスにおける情報の提供 
・行政データの提供 
(2) 主に学側で取り組むべきもの 
・行政担当者にも理解しやすい研究内容の提示，研究の格付け 
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 ・既往研究の知見についての相談対応体制の整備

・行政の活用実績に関する学側の評価 
・研究テーマの初期段階を含む意見交換

(3) 行政と学と連携して取り組むべきもの 
・重要な課題に関する研究テーマの共有 
・実践フィールドの提供と研究との連携 
・官産学の連携スキームの構築 
6-2. 官学間の円滑な連携と民間の役割 
以上，官学の主体別に取り組むべき事項を整理したが，官学の

間にはコンサルタント等の民間もあり，そのような民間主体も含

めて連携の形を考えていくことが必要である． 
例えば，研究会等において，民間コンサルタントによる官学の

ニーズと情報のマッチング等が考えられる．また，コンサルタン

トとの連携については，優れた能力や豊富な実績を有する認定都

市プランナーの活用も有効であると考えられる． 
さらに，特に実践面の連携においては，当該地区の特性に応じ

て関係主体の連携組織・スキームの構築が必要である． 

7. 終わりに 
本研究会では，3年間にわたる検討・討議を通じて，官学の若

手研究者・技術者間の深い情報交流が図られ，行政における実務

と学における研究の連携のあり方について考察を行うことがで

きた．この考察において提示した取り組み内容は，研究会メンバ

ー間では妥当なものと考えているが，多くの実務・研究の関係者

に共有され，多様な意見を取り入れながら取り組みを進めて行く

ことが肝要である． 
また，本研究会では，取り組み内容の方向性の議論までしかで

きず，これらを具体化するための取り組み方策（主体，体制，具

体的内容，検討の段取り）等については，課題として残っている．

これは，一つ一つのテーマごとに研究会を設けて検討すべき重た

い内容であることは事実であるが，これらについての検討を進め

ていくことが，実務と研究が連携した望ましい姿を作るために重

要であり，学会においても，引き続き，官と学が意見交換できる

場の形成が必要であると考えている． 

補注 
(1) 社会連携委員会研究交流事業研究交流分科会「実務と研究の

連携のための研究会」の代表者及び分担者リストは以下のと

おりである(所属・職は在籍最終年度時点，*は在籍年度)． 
代表者：森本章倫(早稲田大学・教授*17～19） 
分担者：国土交通省職員，研究者より構成（下記メンバー） 

菊池雅彦(国土交通省国土政策局地方振興課長*17～19) 
越智健吾(国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室長*17
～19) 
筒井祐治(国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室長*19) 
榎本考暁(国土交通省都市局都市計画課企画専門官*18～19) 
宮川裕充(国土交通省都市局都市計画課課長補佐*17～18) 
東野文人(国土交通省都市局都市計画課企画専門官*17～18) 
下村哲也 (国土交通省都市局都市計画課企画専門官*18～19) 

一言太郎(国土交通省都市局都市計画課課長補佐*17～19) 
福田ゆきの(国土交通省都市局都市計画課課長補佐*18～19) 
髙桒宏之(国土交通省都市局まちづくり推進課企画専門官*17) 
西村紘明(国土交通省都市局市街地整備課課長補佐*19) 
小富士貴(国土交通省都市局市街地整備課企画専門官*17～18) 
尾上佑介(国土交通省都市局市街地整備課企画専門官*19) 
奥田謁夫(国土交通省都市局街路交通施設課街路交通施設安全

対策官*18～19) 
栗田泰正(国土交通省都市局街路交通施設課企画専門官*17) 
中西賢也(国土交通省都市局街路交通施設課企画専門官*17) 
峰嵜悠(国土交通省都市局公園緑地・景観課公園利用推進官

*19) 
平塚勇司(国土交通省都市局公園緑地・景観課企画専門官*17) 
野村亘(国土交通省都市局公園緑地・景観課公園利用推進官*17
～18) 
林良太郎(独立行政法人都市再生機構都市再生部事業企画室特

定事業支援課長*17～19) 
坂井文(東京都市大学教授:*17～19) 
桑田仁(芝浦工業大学教授*17～19) 
秋田典子(千葉大学准教授*17～19) 
大森宣暁(宇都宮大学教授*17～19) 
吉田長裕(大阪市立大学准教授*17～19) 
村山顕人(東京大学准教授*17～19) 
雨宮護(筑波大学准教授*17～19) 

(2) 全国大会のワークショップの概要は下記において公表され

ている． 
日本都市計画学会：2018 年度(第 1 回)日本都市計画学会全国

大会開催概要，https://www.cpij.or.jp/com/ac/upload/file/2018p.pdf 
(2020.03確認) 
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注） 
本稿は，日本都市計画学会社会連携委員会研究交流事業研究交
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