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【要約】本論では若年者が地域社会と繋がるきっかけとなるサードプレイスの創出方法を，来場者のソ
ーシャル・キャピタルと居心地満足度の観点から検討を行う．社会実験として行われたカフェの来場者
に対するアンケート調査から，ソーシャル・キャピタルが低い若年者がマイプレイス型のサードプレイ
ス機能を求めていること，居心地満足度の高さがカフェにおける魅力的な地域資源の提供と関係してい
ることが明らかとなった．我々は，若年者に地域社会への関心を呼び起こす場として，若年者が求める
マイプレイス型の機能と，地域の資源を活用することで他者との交流を引き起こす Oldenburg 型の機能
とが両立する新たなサードプレイス像を提案する．
【キーワード】サードプレイス，ソーシャル・キャピタル，カフェ，地域コミュニティ

1. 地域社会におけるサードプレイス
1.1. サードプレイスとは
サードプレイスとは，都市社会学者の Oldenburg(1989)によって提唱され，自宅（ファーストプレイス）
や職場・学校（セカンドプレイス）とは異なる場所として定義される．その特徴は，カフェやバーのよ
うに，自宅や学校ではないにも関わらず，遊び心にあふれそこを利用する人々に家庭のような快適さと
いつもの仲間たちとの交流を提供する場所である．ゆえにカフェやバーといった「ある空間がサードプ
レイスである」のではなく，「ある空間がある人にとってはサードプレイスになる」(林田, 2011)のであ
る．
1.2. サードプレイスの必要性
Oldenburg がサードプレイスの重要性や必要性に着目した背景にはアメリカ社会におけるコミュニテ
ィの衰退がある．その原因のひとつとして Oldenburg(1989）は，近代工業化以降に生じた自宅と職場を
往復するだけというライフスタイルへの変化を挙げ，人々の関心がテレビ（自宅での娯楽）や消費へ向
いたことで，地域社会への参加や関心を制約していると指摘している．一方でサードプレイスの文化が
根付いている欧州では，イギリスのパブ，ドイツのビアガーデン，イタリアのカフェといった空間が地
域社会の拠点として機能し，コミュニティの形成に寄与していると主張する．その理由として，サード
プレイスにおける会話が地域の理解や人間関係を醸成させ，人間が本能的に求める人との繋がりや帰属
意識を満たすことができるからだと述べている．舟橋(2011)の Oldenburg が述べるサードプレイスの理
解においても「正常な社会における重要な社会的関係性と経験を提供し，福祉の感覚を保持させる」と
いう「社会関係」や「コミュニティ」「公共の場」といったキーワードが特徴的であることを指摘して
いる．しかしながら，先述したライフスタイルの変化に加えて，アメリカにおける都市のスプロール化
やサービスの質の低下から生じる居心地の悪い店の増加から Oldenburg が述べるところの地域社会のサ
ードプレイスは減少傾向にある．人々が社会と接するサードプレイスを持てなくなったことが，現代に
おける個人の孤立化やストレスの増大，社会における繋がりの欠如を加速させたと Oldenburg は主張し
ている．では，アメリカの状況を日本にも当てはめてサードプレイスの問題を考えることができるだろ
うか．
1.3. サードプレイスを巡る議論
久繁(2007)は都市開発の観点から日本の都市整備が住宅（ファーストプレイス）とオフィス（セカン
ドプレイス）の建設に偏重していることを指摘し，都市に集まった人々の多くが，住宅とオフィスを往
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復するだけの「心の豊かさや他者との交流に欠ける生活」を送っていると述べている．東京都が1997年
に，横浜市が2001年に実施した居心地の良い場所を問うアンケート調査の分析からも，半数以上の回答
者が自宅や友人宅以外に居心地の良い場所（サードプレイス）を持っていないことがわかっている．久
繁の指摘は，先述したアメリカにおけるライフスタイルの変化に起因するサードプレイスの減少と通じ
るものがあり，加えて都市のスプロール化のみならず整備された都市空間であってもサードプレイスと
なり得る場所が少ないことを示している．また久繁(2007)は，日本におけるサードプレイスは欧州にお
けるそれらとは違い，マイスペースや自分たちの憩いの場という性質が強いことを指摘している．事実，
サードプレイスという言葉を日本に輸入し，欧州でのサードプレイスを意識した店作りを行っているス
ターバックスにおいても，Oldenburgが述べるところのいつものお客同士がいつもの会話を楽しんでいる
光景はさほど見受けられない．本を片手に自分ひとりの時間を楽しんだり，勉強をしたり，同伴者とお
しゃべりに興ずる姿が散見される．娯楽の個人化は日本のカフェに限ったことではない．Putnam(2000)
は1980年から1993年にかけてアメリカのボーリング人口が10％増加したにも関わらずボーリング・リー
グの数が40％減少したことを見出した．この事実は，ひとりでボーリング場へ通う人口が増加した一方
で，ボーリング・リーグという社会的な交流の場が失われていることを物語っている．
では，娯楽が個人化したことで人々は，地域社会との交流を放棄しようとしているのだろうか．ここ
にサードプレイスをひとりで利用している人でも地域社会との繋がりを求めているという興味深い事
例がある．Waxman(2006)は，コーヒーショップが人々を集める場として機能する要因が何であるかにつ
いて，タイプの異なる3つの店舗を対象に調査を実施した．それらのカフェが人々を引きつける要素と
して物理的な要素だけでなく，帰属意識を感じられるか，社会的な繋がりやサポートを得られるかなど
の社会的要素が重要であることを示した．そこではカフェにおいて会話なくひとりで座っているだけの
人でもカフェ内を観察したり，店員と簡単な挨拶をしたりするで，その場から社会的繋がりを感じてい
ることがわかっている．
Putnam(2000)は，地域組織や団体への参加による諸個人間の結びつき－社会的ネットワーク，互酬性
の規範，信頼性－を社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）と定義し，アメリカの地域コミュニティ
の衰退とソーシャル・キャピタルの減少との関係を指摘した．Putnam(2000)は，アメリカにおいて社会
的な繋がりや市民参加の衰退といったソーシャル・キャピタルが減少した大きな原因に技術とメディア
の成長を挙げている．従来の街路，レストラン，タウンホールといった集合的経験からテレビのよう個
人経験に移行することで，人々は公共生活から大きく後退したのである．このPutnamの指摘は，先述し
たサードプレイスが減少したとされるOldenburgの説明と重なるものであり，日本におけるサードプレイ
スやソーシャル・キャピタルが減少した理由としても一部当てはまるものとなっている．こうした背景
から特に過疎地域でのまちづくりや地域再生のキー概念としてソーシャル・キャピタルが用いられ，い
かにしてソーシャル・キャピタルを再形成するかということが数多く論じられている(Ito, 2006)．
1.4. サードプレイスを創出する試み
そうした流れのひとつとして近年失われつつあるソーシャル・キャピタルを育む場として地域社会に
サードプレイスやまちの居場所を構築したり，発見したりしようとする動きが活発化している．その形
態は用途やサービス内容，立地，どれかひとつをとって見ても実に多種多様である．ニュータウンの空
き店舗を住民活動の拠点とした大阪府豊中市の「ひがしまち街角広場」(赤井, 2008)や新潟市中央区の商
店街の空き店舗を利用した「ワタミチ」(日本建築学会, 2010)といったフリースペースを構築したり，茨
城県下妻市ではプレイスメイキングという手法を用いて専門家と住民がまちなかに新たな交流の場を
作り出したりする試みも見られる(三友・渡, 2009)．その一方で，Oldenburg型のサードプレイスとは異
なった，必ずしも交流を求められることのない「自分が自分らしくいられる居場所」が求められている
のも事実である．東京都江戸川区にある親と子の談話室「とぽす」は，一人で訪れても自由にゆっくり
と過ごすことができる場所であるし(白根, 2001)，先述したようにチェーン系列のカフェ（スターバック
スやタリーズ）にはとりわけひとり気ままに過ごしたいお客が集まっており，その店舗数は日本とアメ
リカの双方で増加の一途をたどっている．こうした現象は，林田(2011)がオフィスワーカーにとって必
要だと述べる「仕事や仕事上の立場から逃れ，時には仕事や仕事場の立場を持ち出す」居場所になって
いると考えられる．
つまり，日本では必ずしもOldenburg型のサードプレイスが求められているわけではなく，Oldenburg
型のサードプレイスを創出することでソーシャル・キャピタルを高め，地域住民の居住満足度を高める
という短絡的な図式を描くことはできない．そこで我々は地域の問題解決に適した形のサードプレイス
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とはいかなるものかということについて，実際にサードプレイスを創出しようとする現場からその問題
について考えることとした．
2. 石川県能美市におけるサードプレイス創出事業
2.1. サードプレイス創出事業の背景
石川県能美市は石川県南部に位置し，人口49,755人（2013年2月現在）の小都市である．日本各地の地
方都市が抱える少子高齢化の問題は人口増加を続けてきた能美市にも差し迫っており，20歳以上40歳未
満のいわゆる若年者人口は平成22年度に初めて転出超過となった．能美市が平成23年度に実施した市民
満足度調査(2012)でも20代は他の世代と比べて「このままずっと住み続けたい」が25ポイント以上低く
（45％），20代の半数以上が何かしらの形で能美市を離れることを考えている．市民からも政策として
の満足度が低く今後優先的に改善すべき項目として「定住化の促進」が挙げられるなど，若年者にとっ
て魅力と映るまちづくりや行政サービスに着手することが求められている．こうした問題を解決するひ
とつの方策として一部の市役所職員は，若年者にとって「集い，交流できる居心地の良い場所」が少な
いため能美市外へ流出し始めているのではないかという仮説を立て，政策提案事業として能美市内にサ
ードプレイスを創出することを試み始めた(平成23 年度 第3の生活拠点創出事業 年次報告書, 2012)．
2.2. サードプレイスとしてカフェが選ばれた経緯
まず仮説の確認と能美市近郊における若年者のライフスタイルや暮らしやすさについてその実態と
ニーズを明らかにするために平成 23 年度に大規模なアンケート調査が実施された（有効回答数 1,158 人）．
平成 23 年度の年次報告書から回答者の 98％が家や職場・学校以外で「居心地の良い場所」，「ほっと
できる場所」が「必要」もしくは「どちらかと言えば必要」と答えている．そうした場に必要なものと
して若年者で最も支持されたのは「人を気にしないでいられる」であり，次いで「自然が感じられる環
境」であった．一方で，能美市内で愛着のある場所はありますかという質問に対しては「ない」という
選択肢が最も多く選ばれ（20％），20 代に至っては 29％が「ない」と回答した．能美市で大切にした
い資源についても全体で「自然環境」（37％）や「九谷焼」（35％）が選ばれる中，10 代では「ない」
「わからない」と回答した人が合計で 52％，20 代でも 20％に上ることがわかった．これらの事実から
世代を問わずに居心地が良い場所が求められているが，若年者を中心に能美市内に愛着のある場所がな
く，また能美市の資源について関心が薄いことが推測される．そうした中で，若年者が市内にあったら
うれしいものとして最も挙げられたものが「カフェ」（15％）であった．まちなかにカフェが求められ
る傾向は能美市とほぼ同数の人口（44,092 人，2013 年 2 月現在）を持つ茨城県下妻市で実施された三友・
渡(2009)の調査とも同じ傾向であり，地方都市において地域住民がサードプレイスとして求めるものの
共通項として考えられる．カフェというのは歴史的に見ても社会的な交流や会話のための場として機能
しており(Pendergrast, 1999)，また多くのサードプレイスでは飲み物を提供することで社会的な場所とし
ての特性を引き出している(Oldenburg, 1989)，
2.3. サードプレイス創出における難しさ
以上の調査結果をもとに「自然が感じられる環境」という条件を満たす「カフェ」において，主に若
年者を対象とした地域資源についての情報発信を実施することに至った．しかしながら，当初目的に掲
げていた「集い・交流できる居心地の良い場所」と人々が求める「人を気にしないでいられる場所」と
いう，相反する目的とニーズをどのようにバランスさせるかということについては結論には至っていな
い．鈴木(2011)は，サードプレイスとは個人が環境の中から見出して獲得して成立するものであり，計
画して作ることの難しさについて言及している．そしてできることは居場所になりやすい空間をつくる，
サポートすることだとも述べている．では，どのようなサポートがカフェ空間で行われるべきかという
ことについては，建築学や都市工学の分野を中心として空間設計と滞在評価や満足度との関係を調べる
といった研究(原田・木下，2004；山中，2005)が行われているが，集いや交流といった社会関係の文脈
から迫った研究は乏しい．今後能美市に限らずサードプレイスを創出しようとする自治体や団体にとっ
て，提供側と需要側がどのように地域のサードプレイスを作り出すかという問題は地域のサードプレイ
スがいかにあるべきかという問題と共に考え，解決しなくてはならないことである．

3. 社会実験としての「ひょっこりカフェ」
前章の経緯をもとに，能美市と第 3 の生活拠点創出実行委員会は，若年者を中心としたさまざまな世
代が集まり，交流できる居心地の良い場所の創出を目指した社会実験を行った．社会実験の目的は，市
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内の公共施設に期間限定で設けられたカフェが来場者の心的要因に与える影響を測定するとともに，市
内におけるサードプレイスのあり方やサードプレイスで地域資源を活かす方法を検証することである．
第 1 回の社会実験は 2012 年 7 月 28 日の 11:00～16:00 に能美市ふるさと交流研修センター「さらい」で
実施され，カフェの名前は「ひょっこりカフェ」と名付けられた．
同センターは水田や畑といった自然に囲まれており，通常は主に研修やセミナーが行われる施設とし
て利用されている．カフェは同センターの宿泊者が利用する室内ラウンジと芝生が広がる中庭の屋外の
2 箇所に座席を設けて行われた．カフェの飲み物と食べ
物の提供には地元九谷焼の器が用いられ，メニューに
は能美市の特産品である柚子を用いたスイーツ，地元
産のはと麦茶が含まれた．また能美市がロシアのシェ
レホフ市と友好都市であるという関係からカフェスペ
ースではロシア語講座とロシア語のスタンプワークシ
ョップも同時に開催された．
カフェ開催の周知は，「あなたの住む町に突然ひょ
っこりあらわれる居心地の良い場所」というコンセプ
トの下，口コミをはじめ，市広報誌や Facebook で宣伝
を行い，ひょっこりカフェのポスターやチラシは市内
図 1：ひょっこりカフェのオープンスペース
外問わず配布された．
4. 研究目的
本研究の目的は，地域社会における交流の場としてのサードプレイスの機能（Oldenburg 型）と自分
ひとりの時間を過ごせる場としてのサードプレイスの機能（マイプレイス型）がどのように有機的に結
びつくことで，若年者が地域に関心を持ち，地域社会と繋がるきっかけとなるサードプレイスを創出す
ることができるかという仮説を生成することである．この目的を明らかにするため，Oldenburg 型とマ
イプレイス型の双方の機能を併せ持たせることを狙ったカフェを実験的に創出して，以下の 3 つの課題
に取り組むこととした．
1．来場者属性とソーシャル・キャピタル
Oldenburg 型のサードプレイス機能を実現するには他者との交流目的を持った来場者がいること，マ
イプレイス型のサードプレイス機能を実現するには自分ひとりの時間を過ごしたい来場者がいること
求められる．つまり，サードプレイスにおいて実現したいコミュニケーションの形式に多様性があると
いうことである．そこで実験的に創出されたカフェが双方の機能を実現する前提を有しているのかを確
認する．具体的には来場者の来場目的が分散されていることが求められる．また創出されたカフェが地
域社会への関心や結びつきが弱い若年者を呼び込めているかについても確認する．地域社会への関心や
結びつきの測定は，来場者のソーシャル・キャピタルを数値化することで行う．
2．来場者の居心地満足度
Oldenburg 型のサードプレイス機能が自分ひとりの時間を過ごしたい来場者へ与える影響，マイプレ
イス型のサードプレイス機能が他者との交流目的を持った来場者へ与える影響を明らかにするため，コ
ミュニケーションに関する来場目的別にカフェの居心地満足度を調べる．そしてそれぞれの目的を持っ
た来場者がカフェにおいてどのようなものを評価しているのかを調べることで，ひょっこりカフェの魅
力を明らかにする．
3．新たなコミュニケーションの発生とコミュニケーションの煩わしさ
Oldenburg 型とマイプレイス型のサードプレイス機能が併存する中で，知らない他人や知人とのコミ
ュニケーションがどの程度生まれ，またどのように発生するのかを明らかにする．また，それらのコミ
ュニケーションの中で来場者が望まない，煩わしいと思うコミュニケーションが発生する可能性があり，
とりわけひとりの時間を過ごしたい来場者が知人や他者とのコミュニケーションをどのように感じる
かを明らかにする．
コミュニケーションに関する来場者の目的と来場者のソーシャル・キャピタルを用いた上記 3 つの分
析を行うことで，Oldenburg 型とマイプレイス型のサードプレイスにおけるそれぞれの要素がどのよう
に互いの機能を高め，そして阻害するのかについて考察する．最後に両者の機能を活かす形で若者にと
って地域社会で魅力と映るサードプレイス像の創出に関する仮説と課題について述べる．
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表 1：回収標本の概要
5. 調査方法
人数（人）割合（％）
5.1. 調査の概要
年齢
調査対象は，2012 年 7 月 28 日に「ひょっこりカフェ」に来場
男
13
22.8
した中学生以上の全ての来場者とした，質問紙調査法を実施した．
女
40
70.2
調査票は飲食物の注文を行った際に手渡しされ，注文を行った 年齢
全ての来場者に配布された．調査票を手渡す際に，調査票への記
10歳代
4
7.0
20歳代
9
15.8
入はカフェを利用している間に行うことが依頼された．また，調
30歳代
26
45.6
査票への記入に協力した場合，お礼としてミニ団扇が贈呈される
40歳代
6
10.5
旨が伝えられた．書き終わった調査票は配布場所脇に置かれた回
50歳代
5
8.8
収箱に返却するよう依頼され，調査票の多くはカフェから退場す
60歳代
3
5.3
る際に返却された．
居住地
調査票は中学生以上の全ての来場者である 59 名に配布され，
石川県能美市内
25
43.9
石川県内の能美
そのうち 57 名からの回答を得た．調査票の回収率は 96.6%であ
市以外の市町村
26
45.6
る．回収標本の概要は表 1 に示す通りである．
石川県外
2
3.5
5.2. 調査票の構成
職業
調査票の質問項目は，①居心地の良い場所に対する考え方，②
会社員
16
28.1
居心地満足度や来場目的などのひょっこりカフェ全体について，
公務員
13
22.8
③ひょっこりカフェでのコミュニケーションについて，④回答者
自営業
5
8.8
主婦
9
15.8
の人口統計学的属性について，⑤ソーシャル・キャピタルについ
学生
4
7.0
て，の 5 つから構成した（表 2）．
その他

6

10.5

表 2：調査票のアンケート項目
に
つ
い
て

居 居心地の良い場所はあるか
心 居心地の良い場所は必要か
地 居心地の良い場所に求める要素
の
居心地の良い場所にどのくらいの頻度で行きたいか
来場
コミュニケーションについて
ひ
目的 カフェでしたいこと

良
い
場
所

ょっ

図 2：社会関係資本指数の構成
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ソーシャル・キャピタルを聞く項目は，内閣府(2003)
の指標を援用し，「つきあい・交流」，「社会参加」，
「信頼」に属する質問項目を設け，このうち「つきあい・
交流」と「社会参加」に関わる 3 問を社会ネットワーク
指数（NI），「信頼」に関わる 2 問を社会信頼指数（TI）
という各指数にまとめ，二つの指数を合わせた指数とし
て社会関係資本指数（SCI）を構成した（図 2）．社会
関係資本指数は，社会ネットワーク指数と社会信頼指数
の各項目を 0-1 の得点に標準化し，それを足し合わせた
値として定義する．すなわち，
社会関係資本指数（SCI） = 標準化 NI1 + 標準化 NI2 +
標準化 NI3 + 標準化 TI1 + 標準化 TI2
と定義する．

全
体
に
つ
い
て

標本属性
ソーシャル
キャピタル

居心地の満足度
カフェに対する印象
評価 良かったもの，悪かったもの
チェーン店のカフェと比較しての優位性
何があればまたカフェに来たいと思うか
誰とカフェに来たか
その他
カフェをどのように知ったか
知り
知り合いと会ったか
合い 知り合いと会ったときにどのように感じたか
知らない人とコミュニケーションをしたか
知らない人とコミュニケーションをしたとき
にどのように感じたか
知ら
知らない人とのコミュニケーションはどこで
ない人 起きたか
知らない人とのコミュニケーションは何を
きっかけにして起きたか
性別，年齢，職業，居住地域，在住歴
チェーン店のカフェへの来訪頻度
ネット 付き合いのある隣人の数
ワーク 地域活動団体への所属数，参加頻度
信頼

地域への信頼，地域への愛着

6. 分析
6.1. 来場者の属性とソーシャル・キャピタル
まず来場者の目的を確認する．質問紙でコミュニケーションに関するカフェへの来場目的を三つの選
択肢から聞いた．結果は，同伴者との交流が 30 人（52.6%），他の来場者との交流が 7 人（12.3%），自
分の時間を過ごすが 18 人（31.6%）であった．交流目的は 64.9%，自分の時間を過ごす目的は 31.6%で
あり，サードプレイス機能として二つの目的が同等程度に求められていることが分かる．
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表 3：年齢別のコミュニケーションに関する来場目的
若年者（10-30代）
同伴者との交流
54.1(20)
他の来場者との交流
5.4(2)
自分の時間を過ごす
40.5(15)

5.00

％（人）
40代以上
64.3(9)
21.4(3)
14.3(2)

4.00

3.00

次に，若年者がコミュニケーションに関してサードプレイスに
求めるものを検討するために，年齢別での来場者の目的を確認す 2.00
る．10 代から 30 代を若年者と考え，若年者と 40 代以上の目的を
比較したのが表 3 である．40 代以上では交流目的の割合が多く自
1.00
分の時間を過ごす目的は少ない（14.3%）が，10 代から 30 代の若
年者では自分の時間を過ごす目的が多い（40.5%）ことが分かる．
年齢と社会関係資本指数（SCI，スコアは 0〜5 の実数）の関係 0.00
同伴者との交流
他の来場者との交流 自分の時間を過ごす
を調べるためにピアソンの積率相関係数を計算した．相関係数
は.61 であり有意な正の相関が見られた（t (44) = 5.11, p < .01）． 図 3：来場目的別の社会関係資本指数
図 3 はコミュニケーションに関する来場目的別での SCI の程度
である．他の来場者との交流が目的の者は平均得点が 3.70（標準偏差.57）と最も高く，次いで同伴者と
の交流目的の者が平均得点 2.75（標準偏差.82）と高く，自分の時間を過ごす目的の者が平均得点 2.57
（標準偏差.59）と最も低い．3 群による分散分析を行ったところ平均得点に有意差がみられた（F (2, 41)
= 4.52, p < .05）．
以上から，ひょっこりカフェの来場目的には，交流目的と自分の時間を過ごす目的の多様性があるこ
と，若年者は自分の時間を過ごす目的が多く 40 代以上の者は交流目的が多い傾向があることが分かる．
また，年齢が低いほど SCI が低い傾向にあること，同様に自分の時間を過ごす目的の者は交流目的の者
に比べて SCI が低い傾向にあることが分かる．

6.2. 来場者の居心地満足度
前節にてひょっこりカフェの来場者の属性，社会関係資本指数（SCI），コミュニケーションに関す
る来場目的に多様性があることがわかったが，属性や来場目的に共通性が少ない来場者たちがスペース
を共有する中で，カフェの居心地をどのように評価をしたのであろうか．表 4 は来場者全体の「ひょっ
こりカフェ」の居心地の分布を示したものである．選択肢は「非常に不満足」から「非常に満足」まで
の 7 段階のリッカート尺度である．表からは 40 名（78.4％）の来場者が満足の範囲に含まれる「やや満
足」，「かなり満足」，「非常に満足」のいずれかを選択していることがわかる．
表 4：来場者全体のカフェの居心地に対する評価
非常に不満足

0
0.0%

人数(人)
割合(%)

不満足 やや不満足

1
2.0%

1
2.0%

どちらでもない

やや満足

満足

非常に満足

合計

9
17.6%

15
29.4%

21
41.2%

4
7.8%

51
100%

次にコミュニケーションに関する来場目的によってカフェの居心地に対する評価に違いがあるかど
うかを調べるため，7 段階の尺度をそれぞれ 1 点から 7 点までの得点に変換し，各群の平均得点の差異
を分散分析によって確かめた．表 5 は 3 群の平均得点と標準偏差を示したものである．3 群による分散
分析の結果からは平均得点に有意な差は見られなかった（F（2, 46）= 2.03, p >.05）．各群間による多重
比較においても有意な差は確認されなかった．また，変換された居心地の得点と SCI との相関係数は 5％
水準で有意ではないものの.06 とほぼ無相関であった（t (39) = .38, p > .05）．これらの結果から来場目的
や SCI が異なっていてもカフェの居心地に対して全体的に満足度が高いことがわかった．
表 5：コミュニケーションに関する来場目的別のカフェの居心地に対する評価
平均得点
標準偏差

同伴者との交流(n=26)

他の来場者との交流(n=6)

自分の時間を過ごす(n=17)

5.35
1.02

4.5
1.34

5.47
.95
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それでは，居心地の満足度の高さはカフェのどの部分からもたらされたものであろうか．表 6 は居心
地の満足度とカフェの雰囲気に対する評価との相関を示したものである．「静かな」以外のすべての項
目でカフェの居心地の良さと有意に正の相関があり，カフェの環境特性や景観の要素がカフェの居心地
に影響を与えていると考えられる．図 4 に示したのはカフェ全体の雰囲気に対する来場者の評価の平均
点である．すべての項目において評価の平均点がポジティブな範囲に位置していることがわかる．さら
にコミュニケーションに関する目的別で評価の違
全体(n=47)
同伴者との交流(n=26)
いを見るために，こちらも三群によるそれぞれの項
他の来場者との交流(n=6)
自分の時間を過ごす(n=17)
目での評価の平均点の分散分析を行ったが，いずれ
野暮な
洗練された
の項目においても有意な差は確認されなかった．
うるさい

表 6：カフェの居心地の満足度と
雰囲気に対する評価の相関
相関係数
洗練された
静かな
開放的な
活気のある
親しみやすい
落ち着く
** p < .01

.46
.07
.42
.42
.68
.64

静かな

閉鎖的な

解放的な

沈滞した

活気のある

**
**
**
**
**

親しみにくい

親しみやすい

落ち着かない

落ち着く
‐3

‐2

‐1

0

1

2

3

図 4：カフェ全体の雰囲気に対する評価

表 7 はチェーン店のカフェ（スターバックスなど）と比べてひょっこりカフェの方が良いと感じた点
について示したものである．来場者の半数以上は「地元の食材を使ったメニューを食べられる（62.7％）」
「地元作家のつくった器を使って飲食できる（54.9％）」の二つをひょっこりカフェの優位性として支
持していることがわかった．
表 7：チェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可）
イベントに
地元の食材を使った
参加できる メニューを食べられる

人数(人)
割合(%)

8
15.7%

地元の作家がつくった 知り合いと
知らない人と
ひとりに
器を使って飲食できる 出会いやすい おしゃべりしやすい なりやすい

32
62.7%

28
54.9%

7
13.7%

6
11.8%

2
3.9%

アクセス
しやすい

その他

ない

8
15.7%

3
5.9%

5
9.8%

次に来場目的別と年代別で優位性の評価に違いがないかを調べたところ（表 8），同伴者との交流群
と自分の時間を過ごす群，そして若年者においても「地元の食材を使ったメニューを食べられる」と「地
元作家がつくった器を使って飲食できる」が遍く支持されていることを確認した．同伴者との交流群で
は，26 名中 6 名が「知り合いと出会いやすい」ことをひょっこりカフェの優位性と挙げていた．同項目
で自分の時間を過ごす群は 0 名であったものの，逆に 3 名が「知らない人とおしゃべりしやすい」こと
を優位性として挙げていた．同伴者との交流群と他の来場者との交流群で同項目を優位性として挙げた
のはそれぞれ 1 名ずつであった．
表 8：来場目的別のチェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可，単位:人）

地元の食材を使ったメニューを食べられる

同伴者との 他の来場者と 自分の時間を
交流(n=26) の交流(n=6) 過ごす(n=17)
15
4
12

地元の作家がつくった器を使って飲食できる

若年者
40代以上
(n=12)
(n=35)
21
3

10

2

14

24

9

知り合いと出会いやすい

6

1

0

5

1

知らない人とおしゃべりしやすい

1

1

3

6

1

居住地が市内にある来場者と市外にある来場者で分けてひょっこりカフェの優位性を分析したとこ
ろ，居住地が市内外に関わらず，地元の食材と器が支持されていることがわかった（表 9）．
表 9：居住地別のチェーン店カフェと比べたひょっこりカフェの優位性（複数回答可，単位:人）
イベントに
地元の食材を使った
参加できる メニューを食べられる

地元の作家がつくった 知り合いと
知らない人と
ひとりに
器を使って飲食できる 出会いやすい おしゃべりしやすい なりやすい

アクセス
しやすい

その他

ない

市内(n=25)

4

13

11

4

2

1

6

2

4

市外(n=28)

2

17

16

2

4

1

0

1

1
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6.3. 新たなコミュニケーションの発生とコミュニケーションの煩わしさ
同伴者以外にひょっこりカフェで知り合いと会った人は 30 名（52.6％）であり，そのうち知り合いと
出会ったことが煩わしいと感じた来場者はひとりもいなかった．むしろ 30 名のうちの 27 名が知り合い
と出会ったことに対して「非常に嬉しい（11 名）」「かなり嬉しい（7 名）」「やや嬉しい（9 名）」
と回答した．次に知らない人とのコミュニケーションの発生について調べたところ，15 名（26.3％）が
知らない人とコミュニケーションをしたと回答した．15 名のうちそのコミュニケーションが煩わしいと
感じた人も皆無であり，全員が知らない人とのコミュニケーションについて「非常に嬉しい（3 名）」
「かなり嬉しい（4 名）」「やや嬉しい（8 名）」というポジティブな回答をした．
知らない人とのコミュニケーションが何をきっかけにして発生したかについては 9 名がカフェ内の食
器，飲み物，スイーツの話題がきっかけになったと答え，2 名がイベントワークショップへの参加がき
っかけになったと答えた．カフェでの知らない人とのコミュニケーションは，主催者が積極的に推し進
めたものではなく，いずれも自然に発生したものである．観察からは近くの席に座る，もしくは相席に
なるという物理的距離の近さからコミュニケーションが発生していることが見て取れた．
7. 考察
7.1 ソーシャル・キャピタルの低い若年者を惹きつけた要因
若年者の来場者のうち74%（26名）が参加する地域活動が年に数回以下か全くない，64%（20名）が
所属している地域活動団体はないと回答したことから，ひょっこりカフェは狙った対象者である地域社
会への関心や活動への参加が低い若年者を呼び込めていると言える．しかし，来場した多くの若年者は
普段接点の薄い地域社会と繋がろうという目的ではなく，自分ひとりの時間を過ごす目的でひょっこり
カフェを訪れている．仮にひょっこりカフェが他者とのコミュニケーションを行う場という目的を強調
していたとするならば，今回来場したSCIの低い若年者はひょっこりカフェに訪れていない可能性が高
い．なぜなら彼らが求めているのはOldenburg型ではなくマイプレイス型のサードプレイスであるからだ．
このような意味において，サードプレイスを創出する当初から他者との交流の場であることを謳い過ぎ
ないことは，SCIの低い若年者をまずは地域の場に引き込むためには必要なことであろう．
もうひとつSCIの低い若年者を引き込めた理由としてカフェが常設ではなかったことが挙げられる．
Oldenburg型のサードプレイス機能を強く持つためにはその場が常にあり，いつでも訪れることができる
ということが求められる．なぜならOldenburg型のサードプレイス機能の成立条件には「なじみ」の形成
が不可欠であり，ある程度限定的な利用者がその場に特定の意味を見出すことで人々の集まりを促すと
いう側面があるからだ(井川他，2005)．いったんその場に「なじみ」が形成されると新規の利用者がそ
の「なじみ」の中に溶け込むことは容易ではない．ましてや普段の生活において地域社会との接点に乏
しいSCIの低い若年者が地域の利用者と地域の場が強く結び着いた関係に入っていくことはさらに困難
を伴う．サードプレイスが常設でないことは，来場前から成立している人間関係を考慮しなくてはなら
ないという心理的負担を取り除くものである．ひょっこりカフェにまた来たいと思う要素について来場
者に尋ねたところ，21名が不定期開催であることを挙げ，常設開催を挙げた10名を上回る結果となった．
他にも2005-06年に新潟県中越地区で実施された「仮説de仮説カフェ」はあえて常設にしないことで，閉
鎖的である日常コミュニティから一時的に避難できる居場所としての役割を果たすことに成功してい
る(岩佐, 2008)．開かれたサードプレイスであることは，SCIの低い地域の若年者だけではなく市外の居
住者にとっても心理的なアクセスのしやすさを高めていると考えられる．しかし，イベント的であるが
ゆえにその場でのコミュニケーションが継続的なものになりにくく，ソーシャル・キャピタルを醸成に
しくいというデメリットも持ち合わせている．
こうした設置形態以外にSCIの低い若年者と能美市外の居住者を呼び込めた要素として，ひょっこり
カフェがチェーン店カフェにはない優位性を持ち合わせていたことが挙げられる．具体的には九谷焼や
地元の特産品を用いるといった能美市の魅力的な資源の提供である．それらの優位性によって来場者の
居心地の良さが高められている可能性がある．市外居住者だけではなくSCIが低い若年者が地元の食材
や器を評価していることは，地域の資源の発見やその良さに気づくきっかけとなった可能性がある．
7.2 Oldenburg 型とマイプレイス型サードプレイス機能のバランス
では，コミュニケーションに関する来場目的が異なる来場者の双方がひょっこりカフェにおいて共に
居心地の良さを感じられたのはどのような理由が考えられるのだろうか．ひとつに来場者同士の会話が
ひとりで過ごしたい来場者の妨げとならなかったこと，逆にひとりで過ごしたい来場者の存在が来場者
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同士の会話をする上で懸念材料をならなかったことが考えられる．これは各々の来場目的を持った来場
者の比にも拠るものでもあるが，カフェ空間（雰囲気）を開催側がどのように作るかということにも拠
る問題である．「解放的な」「親しみやすい」「活気のある」という交流を促進させると考えられ
る要素と「落ち着き」「洗練された」「静かな」というひとりの時間を過ごす上で重要と考えられ
る要素が実現できていることが，双方の居心地の満足度のバランスが取れている要因であろう．
これまで来場者が求めるそれぞれの目的をひょっこりカフェが実現できている可能性について示し
てきたが，例えば主催者側が望む地域社会への関心や参加を高める場となるようなことは起こっている
のであろうか．知らない人との交流した来場者（14名）のうち，自分の時間を過ごす目的の来場者で知
らない人と交流したのは1名だけであり，そのほとんどは同伴者との交流目的（9名/14名）と他の来場者
との交流目的（4名/14名）の来場者であった．しかし表8で示したように自分の時間を過ごす目的の来場
者の中にはひょっこりカフェが知らない人とおしゃべりをしやすいと感じている人がいることから，何
かしらのきっかけで他者との交流が発生する仕掛けを行うことで，来場者同士に新たな交流が生まれる
可能性がある．それは実際にコミュニケーションが発生した相席を利用する方法や，話題のきっかけと
なったメニューや器などにより特徴を持たせるという方法が考えられる．
7.3 新しいサードプレイス像の提案
以上の考察から我々は社会関係資本指数（SCI）が低い若年者にとって居心地が良く，かつ地域社会
への関心と参加を生み出す場として図5のような3段階による新たなサードプレイスの提案を行う．
STEP1では常設や交流が生まれやすい雰囲気をあえて目指さず，地域資源を活かす形でSCIの低い若年
者を地域の場に引き寄せる．分析結果からは次のことが支持されている．若年者を引き寄せることは，
自分の時間を過ごせる場所を作ること，常設ではないカフェ（人間関係が固定されていない開かれた場
所）を作ること，地域の資源や良さに触れるきっかけを作ることで実現できている．また多様な目的を
両立させることは，異なる目的の達成が互いに阻害されない環境を作ること，開放的な雰囲気と落ち着
きのある雰囲気を両立する環境を作ることで実現できている．つまりSTEP1は現状で実現できている．
STEP2では，マイプレイス型のカフェでは起こりにくい他者
済
STEP1:
との交流を起こす方策として人為的な小さな仕掛けを設計する． 若年者を引き寄せ，かつ，マイプレイス型目的も
分析結果から，仕掛けとして座席の位置関係やカフェの飲食物， Oldenburg型目的も達成できる場所を作る.
ワークショップを工夫した自然なコミュニケーションのきっか
けを設計すること有効であることが示唆された．STEP2により，
計画
Oldenburg型とマイプレイス型の機能を持ったサードプレイス STEP2:
他者とのコミュニケーションがおこる仕掛けを作る
が実現され，若年者に他者との交流を通した地域社会への関心
仕掛け：座席，カフェの飲食物，ワークショップ
を持つきっかけが生み出される．
生み出された地域への関心を増幅する仕組みとして，カフェ
の運営という地域社会への関与の窓口を作り出し地域関与の実
計画
STEP3:
感を若年者に醸成する事が有効であると考える（STEP3）．
カフェの運営に若年者が参加できる仕組みを作
STEP3の実現可能性は検討すべきであるが，2012年11月に開催
り，地域関与の実感を若年者に醸成する．
された第2回のひょっこりカフェで実施したアンケートでは，全
回答者の20.5％（32名）が，機会があればカフェの運営に協力 図 5：目指すサードプレイス像実現のため
したいと答えており，十分に実現の可能があると考える．
のロードマップ

8. 結論
本論では，若年者が地域社会に関心を持ち繋がるきっかけとなるサードプレイスの創出という目的の
もと，交流の場としてのサードプレイス機能（Oldenburg 型）と自分の時間を過ごす場としてのサード
プレイス機能（マイプレイス型）を有機的に結びつける新たなサードプレイス像の検討を行った．新た
なサードプレイス像を念頭に実験的に創出されたカフェの分析から次のことが分かった．1.来場者属性
とソーシャル・キャピタル：カフェの来場目的には多様性があり，若年者は自分の時間を過ごす目的の
割合が多く，年齢が低いほど社会関係資本指数（SCI）が低い．2.来場者の居心地満足度：来場目的や
SCI に依らずに来場者の居心地満足度は高く，カフェに対する印象評価も同様に高い，また多くの来場
者が地元の作家の器を使えること地元の食材を味わえることを評価している．3.新たなコミュニケーシ
ョンの発生：知らない人とコミュニケーションが発生したきっかけは，カフェの飲食物について話題や
ワークショップへの参加などの自然発生的な要因である．
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以上の結果から次のことが示唆される．若年者を惹きつけるサードプレイスを創出するためには，自
分の時間を過ごせる場所を作る事，人間関係が完全に固定されていない開かれた場所（例えば常設では
ないカフェ）を創出すること，地域の資源や良さに触れるきっかけを作ることが有効である（7.1）．ま
た，他者との交流目的と自分の時間を過ごす目的を両立させるサードプレイスを創出するためには，双
方の目的が互いに阻害されない環境を作ること，開放的な雰囲気と落ち着きのある雰囲気を両立させる
ことが有効である（7.2）．更に，カフェの飲食物やワークショップを工夫し自然なコミュニケーション
のきっかけを設計することで，自分の時間を過ごす目的で集った若年者に対しても，他者とのコミュニ
ケーションを誘発できる可能性がある（7.2）．
結果と考察を踏まえ，我々は，ソーシャル・キャピタルが低い若年者に地域社会への関心と参加を生
み出す新たなサードプレイス像を提案する（図 5）．そのアイデアの核心は，自分の時間を過ごすとい
うマイプレイス型のサードプレイス機能と，地縁的に近しい人々と交流するという Oldenburg 型のサー
ドプレイス機能が両立する空間を作り出し，その空間の中に自分の時間を過ごすという目的から他者と
の交流という目的への偶然の逸脱を引き起こすきっかけを埋め込むことにある．我々は，伝統工芸や地
場の食材といった地域で共有されてきた資源に触れる機会を空間内に配置することで他者との交流の
きっかけを作り出すことが可能であると考える．また生み出された地域への関心を増幅する仕組みとし
て，カフェの運営という地域社会への関与の窓口を提供し，若年者と地域社会との間に関係を作り出す
ことが有効であると考える．以上の意図のもと設計したカフェを実施し，若年者の地域に対する意識変
容を評価することと，彼らを取り巻く地域社会との関係の変化を明らかにすることが次なる課題である．
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