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欧州におけるボンエルフの普及と現状
－オーストリアにおける“生活の道 Wohstraße”と “出会いのゾーン Begegnungszone”－
Woonerf in Europe
: Home Zones (Wohstraße) and Meeting Zones (Begegnungszone) in Austria
薬袋 奈美子*
Namiko MINAI*
Home Zones (Wohnstraße), Woonerf, in Austria was enacted in 1983, and Meeting Zones (Begegnungszone), Shared
Space, was enacted in 2013. Home Zones allowed only vehicles which purposed to access to housing along the
designated street. Vehicles are allowed to pass Meeting Zones, within 20km/h. People are allowed to use the whole
street surface in both types of streets. However, Home Zones allow vehicles to drive in walking speed, which means
7km/h, and people to use whole street space to use. Streets are required to have sidewalks, and this created street
atmosphere to allow vehicles to dominate the street use. Residents and users of Home Zones decided to change this
atmosphere, and succeeded to calm the traffic and allow people to walk middle of streets by minimizing the width of
entrance by flowere pots, or painting the street.
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1. 研究の背景と目的

ルフやシェアードスペースにあたる規制の内容と、利用状況につ

生活空間は住居の内部空間の質だけでなく、庭等の屋外空間、

いて確かめ、今後の日本での導入の検討あたっての基礎的な知見

そして更には宅地をとりまく住環境の質により大きく影響され

を得ることを目的する。具体的には、オーストリアの制度のあり

る。住環境を構成する要素の中で、最も身近で公共用地面積が大

ようを、Wohnstraße （生活の道）と Begenungszone （出会

きい道路のありようは、都市部の狭小住宅における生活の質に大

いのゾーン）の制度上の差を整理し、これらの運用に結びつける、

きな違いをもたらす。かつて日本の多くの住宅地内の生活道路と

特にウィーンでの取り組みを考察する。

呼ばれる幹線ではない通りは、車両の通過が少なく子供たちの遊

本研究は、ウェブ上での資料収集に加え、2018 年９月に現地で

び場であり、立ち話等の近隣交流の場であった。しかし交通事故

の調査を行い、道路の利用状況の観察とともに、ウィーン工科大

が増え交通戦争と呼ばれた 1970 年代以降、交通安全教育が積極

学の Guenter Emberger 教授、Mattias Nagler 氏、Walk Space の Dieter

的に行われ、道路で遊ぶことは良くないことという認識が広まっ

Schwab 氏、
住民のSylvia Kostenzer 氏へのインタビューを行った。

た。これは日本だけでなく欧州でも同様の傾向はみられたが、欧

なおオーストリアにおけるボンエルフに関連する実態の日本へ

州と日本の大きな違いは、その後ボンエルフという道路での遊び

の報告は見られず、海外でも国際的に実情を紹介されたものは少

や立ち話といった滞留行為を認める交通規制の導入の有無であ

なく、K. Schlabbach２）、A. Karndacharuk, et al 3) 等に留まる。

る。立ち話ができることや、ゆったりと住宅地内を歩行できるこ
とは高齢化社会に向けて在宅で生活高齢者が増える中、孤立せず

2. 欧州におけるボンエルフの概説

健康寿命を延ばすためにも重要な事柄である。また子供たちが道

ボンエルフは、生活の庭を意味するオランダ語で、住宅地にお

で遊ぶことは、多様な年齢層の人と交流を持ち、近隣交流を通し

いて最も身近な公共空間である道路を、生活の場として使うこと

た健全な育成にも有効である。

ができるようにしようとするものである。1970 年代に生活道路へ

ボンエルフは日本の道路でも用いられているが、それは交通静

の車両が増えたことから、欧州各国で、歩行者の交通安全対策が

音化のためのデバイスを導入した道路という意味合いであり、欧

議論されたのと同時に、子供の遊び空間としの道路、或いは近隣

州にみられるような交通規制を意味する言葉ではない。しかし道

交流の場としての道路について議論が高まった。そのような中、

路での滞留行為に対する見方は日本でも変化しつつあり、特に商

オランダのEmmen 団地で、Nick de Boir 教授の提案に基づく交通

店街等でのシェアードスペースの導入により、道路空間の柔軟な

静穏化デバイスを導入した生活道路が作られ、最初の Woonerf

１）

運用を特例的に認める事例が見られるようになった 。今後、高

（以下 ボンエルフ）として実現した。その後デルフト駅前の既

齢者が気軽に外出をし、子供が地域社会と係わりながら成長する

成市街地での住環境改善の手法として、ボンエルフの名前が知ら

ような良好な住環境を形成するためには、これらの制度の導入の

れるようになり、各地で導入が検討された。オーストリアでも

検討は重要である。

Wohnstraße （以下 生活の道）として導入された。

本稿では、このような状況を踏まえ、オーストリアでのボンエ

ボンエルフを導入するにあたっては多くの場合速度抑制のた
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めのデバイスを導入することが一般的であるため、ハンプやシケ

Tempo-50-Strasse（時速 50km 道）
、Begegnungszone（出会いゾーン）

インによる制御が行われている。しかしこのような装置の導入に

の５種類が用意されているとされる。このうち Tempo-30-Zone（ゾ

はコストがかかる上に、設置により駐車スペースが減ることが、

ーン 30）及び Tempo-50 Zone （ゾーン 50km）は、速度抑制を主

近隣住民の合意形成を難しくしてきた。車の所有に際して、都市

たる目的としており、この交通規制自体に道路の使用主体と使用

部であっても車庫証明の必要ない欧州の国では、自宅近辺の路上

方法についての、特別な変化がないため、本稿では、歩行者ゾー

を車庫代わりに日常的に自家用車を駐車している人が多い。その

ン、生活の道、及び出会いのゾーンの３種類について、表 1 に整

ため、路上への駐車可能台数の減少に対する抵抗がある。

理 す る 。 い ず れ も 、 Gesamte Rechtsvorschrift für
Straßenverkehrsordnung 1960４）（以下 1960 年道路交通法）の第 76

その後欧州の多くの国ではボンエルフで解決しきれなかった
住宅地内の交通静音化のために、
定められた区域内で時速20km、

条にその概要が説明されている。

或いは 30km へと速度制限が導入された。1980 年代から 1990 年

最初に導入されたのは、歩行者ゾーンであり、1976 年である。

代にかけて導入した国が多い。この傾向の次に到来したのが、シ

歩行者が最優先される道であり、原則一般的な車両の進入は禁止

ェアードスペースの考え方である。車と歩行者が道路を共用する

されており、全面を歩行者が自由に使えるものである。商店街や

ことを積極的に促すことで、中心市街地の活性化を含めた歩行者

教会前の広場などに導入されている。自転車についても許可が無

の安全を確保し、同時に不要な車両の繁華街への進入を防ぎ、
“場

い場合は禁止とされている。1960 年道路交通法 第 76 条ａ）に、

（place）
”としての利用を促進する取り組みが、商店街等を中心に

そのありようが示されている。
この道路は、通達（RVS 3.931）５）に、標準的な規格が指定さ

導入された。日本でも、この言葉とともに、中心市街地活性化な

れている。この通達では、生活の道内では、歩行速度で車が通行

どの取り組みの中で、取り入れられてきた。
オーストリアでは、生活の道が導入されたのは、1983 年であ

することが求められている。歩行速度として通達には 10 ㎞から

る。欧州の他国での導入に並んで、住宅地に侵入する車両が増加

15 ㎞という数値が示されているが、多くの人が時速 7 ㎞と認識し

し、道路で遊ぶ子供達が危険な状況に晒されていることを受け、

ている。ドイツの高等裁判所が、歩行速度とは時速４～７㎞であ

通過交通を抑制し、子供の安全を図るために、交通ルールとして

るという判断をしており１）、こういった数値が認識されているも

の生活の道の指定ができるようになった。シェアードスペースに

のと考えられる。車両の通過は認められていなく、言い換えれば

相当するものを“Begegnungszone （以下 出会いのゾーン）
”と

当該区間内の住戸等に立ち寄る予定のあるような車両のみが侵

して指定することのできる交通法改正を行い、市街地の様々な場

入でいることとなっている。また歩道は 1.5ｍ以上が確保され、車

所で導入している。これはスイスが最初に使用した道路標識であ

路とは明確な区分がわかるようにすることが指示されている。こ

るが、スイスが従前にあった Wohnstrasse を廃止して導入したの

のため、道路断面の振り分けは、通常の道路と殆ど変わらず、結

に対して、オーストリアでは異なる標識と交通ルールを残して運

果的には、他の道との差が見た目では殆ど無い状況となっている

用をしている。

道が多い。
歩行者ゾーンと生活の道については、指定された道の総面積

3. オーストリアにおける生活の道と出会いのゾーンの考察

の推移を図１に示す。何れも少しずつその面積を増やしているが、

3-1. 法令、通達等での位置づけ

住宅地内での交通問題が発生した早期の段階で取り入れられた

オーストリアには、住宅地などでの交通静穏化策には、

歩行者ゾーンのほうが、その後導入された生活の道よりも広い。

Fussgängerzone
（以下 歩行者ゾーン）
、
Tempo-30-Zone（ゾーン30）
、
【表-1】 オーストリアにおける歩行者が優先される道路利用規制の比較

導入年
法
車両の通過
自転車の通行
歩行者による車
路の使用
速度制限

道路のデザイン
ガイド

Fussgängerzone
歩行者ゾーン
1976
76 a)
不可
原則不可
可

Wohstrasse
生活の道
1983
76 b)
不可
可
可

歩行速度
歩行速度
時速 10km～15km
時速 10km～15km
（時速 7km）＊＊
（時速 7km）＊＊
通達（RVS 3.931）
”STADSTRASSEN; Standtstraßenquerschnitte
Querschnittgestaltung von Innerortsstraßen”（市街地道
路；市街地道路断面 市街地内道路の断面設計）

Begegnungszone
出会いゾーン
2013
76 C)
可
可
可
20km km/h
（原則）
ワーキングペーパーNo27
（Arbeitspapier Nr. 27）
Einsatzkriterien fur
Begegnungszonen

＊AMT der Niederösterreichischen Landesregierung６）を参考に作成より作成
＊＊通達（RVS 3.931）には、時速10km～15km と記載されているが、現在一般的には時速7km が、歩行速度と認識されている。
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れば行われうる。図２にウイーン市内でも特に交通静音化策の導
入している道が多い部分を示す。Mariahilfer 通り以外は、一街区
ごとに指定があり、特に生活の道は、長距離ではなく、短い区間
ごとの指定となっている。
3-2 利用状況

生活の道は、数多くの住宅地内道路等で指定されているものの、
不十分な制度であるという評価がある。その最も大きな要因とし
＊1999 年から2004 年までは、Prater 公園内の園路が歩行者ゾーンとして
指定されていたため、指定面積が大きく示されている。
＊ウィーン市資料７）より筆者作成

【図-1】歩行者専用路と生活の道の指定面積推移

て指摘されることは、通達（RVS 3.931）５）では車の進入を防ぐた
めに、車道と歩道が分離されることである注１）。歩行者は、道路の
中央部（車道部）で遊んだり、お喋りするなどの滞留行為をする
ことを積極的に認める制度であるが、実質的には道の両脇に駐車

交通静穏化策として特筆すべきは、1994 年の Tempo-30-zone

車両があるために、遊ぶ環境ではない。十分な広さが無い、駐車

（ゾーン 30）で、市街地内に面的に速度規制を導入することとな

車両の間から飛び出すことでの交通事故の危険性、遊ぶ際に駐車

り、ウィーン市内でも市街地内の多くの部分が指定されている

車両を傷つける可能性があること等、遊ぶための環境ではないこ

（図２参照）
。しかしこれは、住宅地内道路での滞留を意識した制

とが多い。また、生活の道内には、通過交通の車両の進入は禁止

度ではない。滞留を促すものとしての取り組みは 2000 年ごろか

されているが、実際には車両が通過するためだけに進入すること

ら、他国でも取り組み始められていたシェアードスペースの試み

が多く、道路の中央部分で滞留することは難しい。

がオーストリア国内でも始まり、2013 年に 1960 年道路交通法の

しかし中には、図３に示すように、通過交通を抑制することに

法改正により、正式に導入されることとなった。出会いゾーンで

成功しているような事例もある。植え込みや、アングル駐車区画

は、時速 20km 以下であれば、通過交通も許容されている。その

を導入することにより、狭窄やシケインを作り出しているもの、

ため、商店街のような人も多いが車の通過も認めたいような場に

或いは、駐車区画の一部を滞留を促す装置として利用することに

は、利用しやすい制度である。また、縁石等を用いずに歩車が同

より（例えば机とテーブルの設置）
、車両の速度抑制を図っている

一面にあることが望ましい、しかし一方で車両が歩行を脅かさな

ものもある。図３ａ）は小さな教会前の広場とそこへ続く商店街

いように、車両が通行できる場所はわかりやすくすることも求め

が指定対象となっている。歩道が車路と同一面にあり、近年導入

られている。このような道のデザインのガイドラインとして技術

された出会いゾーンに類似した空間となっている。しかし通達に

者団体が Arbeitspapier Nr. 27 Einsatzkriterien fur Begegnungszonen（ワ

示されている通り、生活の道であるために、車両が両脇の歩道部

ーキングペーパーNo２７ 出会いのゾーンの使用）８）を発表して

分に進入しないよう、ボラードとベンチ、カフェの屋外テーブル

おり、参考にされている。

や植栽により区別されている。

ａ）Servitengasse：車路がポールで区別
され、自動車と歩行者を明確に区別して
いる。教会前の広場、及び商店街内の道
が指定されている。カフェ等がテーブ
ル・椅子を置く光景も見られる。歩行者
が車路を歩く姿も見られる。

参考文献９）に筆者加筆

【図２】ウィーン市内の交通静音化区域

ｂ）路面電車の走る大街路か
らの入り口部には、生活の道
の標識とともに、歩行速度で
走行することを示す文字が
記載され、注意を促してい
る。

【図３】 積極的に車路が歩行者に使われている生活の道の例
いずれの制度でも、沿道住民の合意形成を行った上で、行政区
ごとに実施の可否を判断し、市役所の都市交通担当官が最終的な

図４に示す生活の道は、モーツァルトの銅像が中央にある広場

整備等を行う仕組みとなっている。行政区は、ウィーン市内を 23

に導く道路における生活の道の指定事例である。普通の道路と見

区に分け、各区は住民登録、学校・公園の管理等も行い、選挙で

た目に差はなく、道路標識が入り口にあることで生活の道である

選出される議員による議会が存在する。約 180 万人の人口である

ことが認識できる。歩道にベンチが置かれており、滞留行為が生

市を更に 23 区に分けた管理を行うため、きめ細やかな対応が可

まれやすい。この道の入り口部分は歩道が車道の高さにまで切り

能な自治組織であるとも言えよう。支持される政党の傾向により

下げを行っていないため、ハンプとして機能しており、生活の道

施策の傾向が異なるが、生活道路の改善は、沿道住民の同意があ

であることを示す補助看板の存在とともに、他の道とは異なるこ
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とを運転手が認識でいる計画をつくっている。また、歩行者を守
るためのボラードが歩道と車道が分離することを意識させてい
るが、どこからでも車道部分に出られる。

生活の道
【図６】 視覚障碍者用信号機
3-3 住民による住宅地内の道路改善事例
本節では、既成市街地内での交通静音化の取り組み事例を紹介
をする。先進地オランダにおいても、最初の取り組みは新規供給
団地で行われており、既成市街地内は居住地として荒廃した地域
等での地域再生の一環として取り組まれることが多い。ボンエル
生活の道（Wohnstraße）
（上左図破線）に指定された Mozartgasse の
様子。通常の生活の道の標識のほかに、東側の大街路からの入り口には

フ化するためには、道路標識で示すだけでなく、交通静音化のた
めのデバイスの設置が欠かせず、そのための予算の確保などが必

下図左の標識（Vorsicht Kinder 子供に注意の意味）もある。西側は路
面電車も走る大街路。
東西の入り口部分は大街路の歩道が切り下がらず
にハンプの役割を果たしている（下左写真）
。中央部の十字路部の歩道
（下右写真）にはベンチが設置されている。

要と考えるためであろう。しかしウィーン市内で見られる下記に
示す事例は、道路の安全確保のために道のみの整備を行っている

【図４】 中心市街地付近の集合住宅前の生活の道

ことで注目される。
道全体を歩行空間化する事例は、小学校近辺で複数ある。例え

出会いのゾーンは、オーストリアでは、2013 年に供用が開始さ

ば、小学校へ登校する子供の安全を確保するために Emst-

れた Mariahilfer Strasse (マリアヒルファー通り)（図５）が最初の事

Melchior-Gasse は、
バスのみ通行できるようにしていた。
しかし、

例として説明されている。町の中心部から南西にある西駅に向う

子供の送迎の保護者など、多くの車両が出入りをするために、危

商店が立ち並ぶ大街路である。全長 1.6 ㎞の区間が全面的に改修

険を感じた保護者や学校との協議により、図７に示すように、物

され、中央部は歩行者専用区間、両端部が出会いのゾーンとして

理的に入ることを制限するためにボラードが設置された。これに

利用されている。非常に多くの人が買い物・散策を楽しむ場所で

伴いバス路線の変更なども行う取り組みである。比較的コストの

ある。シェアードスペースの導入にあたっては、視覚障碍者が車

かからない安価に取り組める方法であるが、効果は大きい。ベン

両の接近を認識できずに不安であるという声が挙げられること

チや植栽等を設置し、車止めを兼ねたキックボードの駐輪スペー

がある。この通りでは、点字ブロックを従来の歩道のあった場所

スが設けられている。この取り組みは道路の全面的な改修であり、

に設置し、横断歩道と信号を設けることで安心して道を渡れるよ

大掛かりな取り組みと言えよう。

うにした。信号機は図６に示すように普段は消灯しており、専用

よりソフトな対応策の取り組みもある。図８ａ）に示すように

のタブを当てることで稼働を始め、視覚障碍者でも信号の誘導に

Vorgartenstraße は、駐車車両が多いうえに、車両が数多く通過

より安心して渡ることのできるようにした。

していた道であったが、不満を抱いた住民が、市と協議し、プラ

出会いのゾーンは 2013 年に導入されたばかりであるが、既に

ンターとボラードにより道を通過できないようにした。

。Walk

図８ｂ）の Staglegasse では、近隣小学校に子供が通学する母

注２）

70 以上の道が指定をされており急速に普及している

、71 ゾーンのうち、55 がビジネス地区

親の発案で、道路にペイントが施された。従来から生活の道に指

を含むような市街地的要素を持つ場所であり、重複分も含めて 34

定されているにも関わらず、駐車車両が多く歩車道が明確に分断

が住宅地を含む指定であるとはいえ、主として多くの人が通るよ

されていたこともあったことが、この取り組みの背景にある。子

うな場での指定である。

どもをこの近くの小学校に通わせている母親の疑問から始まっ

１０）

Space のまとめによると

た取り組みで、地元区の積極的な取り組み姿勢により、４か月と
いう短期間で実現した。迅速な取り組みであった背景には、政治
の場で問題として取り上げられたということもあるが、特に当該
区は環境問題への関心が高いこと、そして市民が住環境について
積極的に係わる場が日常的にあることもある。また何よりも、大
掛かりな工事が必要とされないために、予算確保もしやすく、工
走行する車両の前後を人が往来している。ベンチ、屋外飲食ス
ペース、遊具といったストリートファーニチャーは、車両の通
行に支障のない従来なら歩道があった場所に設置されている。
【図５】 Mariahilfer 通りの様子

期も短期で済むことがあり、市民の関心と需要に機敏に対応する
ことができた。なお、道路に描く模様は保護者も係わりながら決
められたとのことである。駐車車両は依然として多いものの、侵
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入する車両に対しても看板による道路標識のみでの案内ではな

４．市民が係わりながら道路が生活空間として改善される背景

いために、生活の道に指定されていることが分かりやすくなり、

ウィーン市内に数多くのウィーンでは、より多くの人が歩いた

子供たちが道路の中央を歩いても良いという認識を持ちやすく

り、公共交通機関を使うよう奨励をしている。特に Klimaaktiv と

なり、実現後には、通学や授業の移動の際には、子供達が車路を

いう組織を持続可能・観光省（Bundesministerium für Nachhaltigkeit

ゆったりと歩く姿が見られるようになったとのことである。

und Tourismus）が主導して結成し、文字通り環境問題の解決ため

出会いのゾーンとして指定されている Mariahilfer 通りでは、歩

の多角的な取り組みを行っている。Klimaaktiv は、建築と再生、省

道と車道を明確に区分しないいわゆるシェアードスペースであ

エネ、再生可能エネルギー、そして交通の４つアプローチで取り

るが、この空間づくりには当初多くの反対意見もあったという。

組みを行っている１２）。持続可能な社会を築く柱の一つとして交通

搬入車両の駐車スペース、ベンチやストリートファーニチャー等

を掲げて、全国的な取り組みを行っているのである。具体的には、

は、沿道の商店主や多くの市民との対話、そして社会実験の上で

モビリティ・マネジメント、自転車の促進、エコドライブ、電気

実現したものである。沿道商店主ばかりでなく、公共の場として

自動車、代替燃料、カーシェアリング、公共交通、歩くこととい

多くの市民が係わった。完成後には実施前に 53％であったこの改

たテーマの取り組みがある。学校教育と連携した子供たちへの教

１１）

修への賛意が、71％にまで上がったとの報告がある

育にも熱心である。このような取り組みで、自家用車に依存せず、

。

このように、ウィーン市内には、道路空間を生活の場として使う

歩く人を増やしている。

ための交通規制が整っているばかりでなく、自らの住環境を改善

またウィーン市も独自にモビリティマネジメントに積極的に

することに対して行動をとる市民がいたことが、生活空間として

取り組む。環境共生(eco friendly) ＲＯＢＵＳＴ（危機に強い）
、

の道路の使い方の改善の背景にあることがわかった。市民の活動

効率的、コンパクト、健康、そして公平性を、ウィーンにおける

が、公共空間である道路管理の改善に結びつく背景には、協働の

モビリティの基本としてとらえている１３）。公平性とは、道空間は

素地があり、自治体職員の適切な対応もあろう。

様々なアクティビティを許容し、持続可能な交通が今後残ること
を意味している。
wienXtra はウィーン市の組織としてウィーン市内の２６歳ま
での子供のためになることに取り組みがある。イベントを企画し
参加を促すほか、 子供の安全を確保する取り組みも行う１４）。
道のユーザーの立場からの取り組みもある。Walk-Space.At 協会
はより多くの市民が歩くことを好み、そのための環境が良くなる
ような活動を行ってきている１５）。歩行者の視点でのチェックを客
観的に行い報告したり、自治体向けの歩行環境チェックといった

小 学 校 前 の Emst-MelchiorGasse は、小学校への送迎車両が
進入して危険であったため、話し
合いの末、車両が進入できないよ
うにした。それに伴いバス路線の
変更も行った。

ことを行い、住環境改善に取り組む組織である。優良な歩行空間
を表彰したり、シェアードスペースについて調べリストを作成す
るなど、利用者視点での情報収集と共有も行う組織がある。こう
いった組織の活動は、市民が主体的に道環境を改善する際の、重

【図７】 歩行者ゾーンへの改変

要な支援者となる。国際的なネットワークも持ち、国境を越えた
改善のヒントを共有することもできている。
市役所等の職員として係わる専門家の育成にも興味深い点が
ある。オーストリアの人口は 874 万人であり、ウィーン市の人口
は 174 万人と約五分の一の人が住む町である。ウィーン工科大学

a) 通過交通が多い
ために、プランタ
ーで一方が塞がれ
た生活の道
(Vorgartenstraße)

は数少ないオーストリア国内で交通工学・交通計画学べる場であ
り、ウィーン市において交通工学の係わる分野で働く人の数多く
が卒業するのがウィーン工科大学である。その大学でも評価の高
い授業の一つに、交通計画の講義・演習がある。学生が車椅子に
乗って町を一時間移動し、レポートを書かせる授業を、学び始め

b) 小学生が授業で
も歩くことのある
道にペイントを施
すことで、中央部で
も歩くようになっ
た 生 活 の 道
（Staglegasse）

る頃に体験させることが評価を受けている（３）。こういった経験を
積んだ上での専門的な学びがあることで、生活者の視点で市街地
の新たな取り組みに積極的案姿勢を持つ公務員が多くいる理由
であると言う。
市民参加へのきめ細やかな体制も整っている。ウィーン市がウ
ェブ上で公開している地図 9）には、今回示したような交通静音化

【図８】 生活の道の改善例

の対象地区をはじめ、渋滞状況、公共施設、公共住宅ながわかる
ようになっており、市民にわかりやすく情報が提供されている。
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補注
(1) Matius Naglar 氏へのヒアリング調査より。

注）

(2) 参考文献 10)からの集計。

本稿は科研費（17K00800）で実施した調査に基づきまとめたも

(3) Guenter Emberger 教授へのヒアリング調査より。

のです。ヒアリング調査にご協力くださった皆様に、お礼申し上

(4) ウィーン工科大学 Guenter Emberger 教授に 2018 年 9 月 27 日

げます。

に実施したインタビューにおける指摘である。
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