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１． 研究の概要 
１‒１研究の背景と目的 
日本のまちづくりにおけるワークショップ（以下，WS）
は一般的となった．またSNSなどにより不特定多数へ情報
を共有することが可能となったり，多数のユーザーを集め
てコミュニケーションをとりながらゲームを行うことが可
能となった．情報技術の発展により，コミュニケーション
の形に広がりと多様性が見られる．その中でMinecraftは，
ゲーム内に明確な目的を持たないサンドボックス型ゲーム
として，世界中で多くの人に利用されている．まちづくり
分野においては，対面でのWSが一般的で，遠隔操作を前提
としたまちづくりのツールは 普及していない．
「議論を豊富にする手法」「計画を絞り込む手法」「議
論を支える手法」「情報を外部に伝える手法」のWSにおけ
る４つの分類1）を用いて，情報技術をまちづくりに用いた
研究や事例を整理（表１）した．一般市民の利用を前提と
したWSの遠隔利用は，有用な点はあるが操作の困難性や仮
想プラットフォーム内の活動人数の少なさが課題となって
いる．Minecraftの事例は主に「議論を豊富にする手法」で
用いられ，まちづくりへ活用した事例はあるが，その影響
や限界について言及したものはない．そこで本研究では
Minecraftを用いたまちづくりWS（以下，MWS）を開発し
再現，空間把握，議論の３つの可能性と課題について検証
することを目的とする．具体的には，Minecraftで対象地を
再現し，参加者と議論しながら空間を変更するWSを行う．
その過程における会話と動作を分析することでMinecraftを
用いたまちづくりWSとして用いることについて可能性と課
題を検証する． 
１-２．３つの論点とその対応と分析の方法 

再現，空間把握，議論の３つについて分析することで
MWSの開発について考察する．①再現，②空間把握，③議
論の現状で考えられる可能性と課題について整理し，課題
についてはその対応と分析方法を述べる． 
①再現の可能性と課題：都市や建物を広範囲に再現できる
点に可能性がある．一方でブロックによる構成であり再現
が抽象的になることが課題と考える．この課題に対して，
都市・建物・ストリートファニチャーや樹木等（以下，ファ
ニチャー）の３つにルールを設定する．参加者の意見から
参加者のイメージに影響を与える要因を分析する. 
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Development of town planning workshop using Minecraft

The purpose of this paper is to develop of town planning workshop using Minecraft through clarifying 
reproduction, understanding the space and discussion. 
The possibility of reproduction is that Minecraft can reproduce the scale of a city and  buildings. The 
problem is that Minecraft can not  reproduce small scale such as furniture.  
The possibility of understanding the space is that participants can understand a city and buildings by 
using two viewpoints of overlook and the ground level. The problem is that participants can not 
understand the small scale.  
The possibility of discussion is that participant can discuss it in the same viewpoint with other 
participants. The problem is that the original viewpoint of each participant becomes less than the real 
workshop as the workshop progresses with a focus on conversation. 
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再現した都市について参加者の空間把握について考察す
る．②空間把握の可能性と課題：参加者はアバターを用い
て空間把握を行うため，瞬時に俯瞰して見る・地面レベル
の視点で見るという２つの視点を用いることができる点に
可能性がある．一方でスケールが小さい部分の空間把握が
行われにくい点が課題であると考える．この課題に対し
て，ファシリテーターがスケールの小さい部分の説明を行
う．参加者の動作と発言を分析し，参加者の空間把握をそ
の規模別に整理することで検証する． 
次に参加者間の関係に注目する．③議論の可能性と課
題：参加者同士の発言が相互に影響することで，お互いの
視点が豊富になる可能性がある．一方で常に参加者の意見
を聞くため，会話を中心とした議論の流れが生じ，考える
時間がない点が課題と考える．この課題に対して，参加者
の行動を制限せず自由に行動してもらう．参加者の発言と
動作の関係を時間軸で整理し分析する． 
１章で研究の概要について述べる．２章で再現について
のルールについて述べた後に分析の方法や考察をする．3章
で空間把握について，4章で議論について考察する． 
１-３．研究対象地 のWS11）について 
N地区はニュータウンの駅前に位置しており，計画的に
作られた背景がある．T市は，公共施設や病院の老朽化に
よる建て替えの検討や土地交換を検討するN地区周辺再構
築に取り組む中で，平成30年6月から2月にかけ計5回のま
ち歩きや将来イメージを発表するWSを開催した13)．この
WSでは一般の人やまちづくりに経験がある人が参加し，
３つのエリアに分かれ，まち歩きを通して出た課題や魅力
をもとに再構築する案を作成した本研究は実際の施策と
の関係はなく，研究素材として扱っている． 

１-４． MWSの概要 
MWSは合計３回行い，参加者は9人(1)であり．表２で参加
者について示す．MWSの構成は図3に示す． 
はじめに独自に決めた再現のルールをもとに再現を行
う．次にまち歩きMWSを行う．まち歩きMWSの目的はN地
区の魅力や課題を発信をしてもらうことで，参加者はファ
シリテーターの説明を受けながら，再現した都市の決めら

２．再現の可能性 
２-１．再現の前提 
Minecraftのゲームモードにはサバイバモードとクリエイ
ティブモードの２つがある．本研究では，再現を瞬時に行
う必要があり，アイテムの使用が無制限，飛行することが
可能，ブロックを瞬時に破壊できるクリエイティブモード
で行う．Minecraftは主に1㎥の様々な色や素材のブロックが
あり，それらを組み合わせることで建物や都市空間を構成
する．人の身長は2mの設定である．本研究では再現の方法
として1/1スケールで再現(3)を行い，都市・建物・そのほか
の３つにそれぞれ再現のルールを設定した． 
２-２．再現のルール 
再現のルールは田口ら11)の安田講堂の再現とデンマーク
政府13)の国土再現を参考にMWSを行うにあたっての改善を
行い，独自に都市・建築物・ファニチャーの３つに再現ルー
ルを設けた．都市の再現のルールは道路・建築物の位置，
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れたルートを歩いた．このとき参加者は魅力と感じる部
分，課題と感じる部分について意見を出し，この意見をも
とに空間把握について考察を行った．最後に提案MWSを
行った．提案MWSの目的は，まち歩きMWSの意見をもと
に対象地に空間の変更を行うことで，参加者は自由に行
動，発言をおこなった．参加者の動作と議論をもとに議論
について考察を行った．今回のMWSではMinecraftの複数プ
レイを行う際にrealm(2)を用いて，コミュニケーションの
ツールとしてZoom（通話機能）を用いた． 

表２：参加者の詳細
Minecraft の経験の有無N駅周辺の利用頻度年齢参加者 属性
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図3：WS全体の流れ
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高さのルールである．地図情報をIllustratorに取り込み，その
上から1mのグリッドを引く．グリット内の主要構成要素を
Minecraft内のブロックとした（図４）．高さはGoogle Earth
から設定した．建物の再現のルールは建物の外装の素材や
色，開口の位置のルールである．ファニチャーの再現の
ルールは植栽や柵などの装飾，バス停やなどのルールであ
る．図５に建物とファニチャーの再現のルールで作成した
ものを示す．ブロックには色と素材の情報がある．建物・
ファニチャーの再現のルールでは，表３のように色かつ素
材，素材，色の順でどのブロックを使用するかの判断をす
る．その他の再現ルールでは高さ50cm以下のものやブロッ
クとして再現が難しいものは省略している． 

2-3． 再現の可能性の考察 
再現の可能性の分析方法は，はじめに都市・建物・その
他の再現ルールの３つについて，図６のように現地で撮影
した160枚の写真やGoogleEarthの写真と比較することでそれ
ぞれの可能性と課題について考察する．次に計３回のMWS
を通して得られた再現やイメージに関する意見を全て抜き
出し，参加者ごとに整理（表４）し，着目する規模や特徴
を明らかにし再現の可能性について考察する． 
現地で撮影した図６のように実際の写真と比較すると都
市の再現のルールでは建物や道路の斜めの表現が雁行する
ことに課題がある．建物の再現のルールでは開口の大きさ
に制限がある点に課題がある．ファニチャーの再現のルー
ルでは小さいものを再現できない点やブロックとして表現
が難しいものがある点に課題がある． 

まち歩きWSにおける参加者の会話等から参加者のイメー
ジに影響を与えるものについて考察する．都市の再現は
「ボリュームと素材の再現がイメージしやすい」「建物間
の距離が分かる」などの意見があり，アバターを通して都
市を認識していることがわかる．建物の再現については
「開口や屋根や窓などの細い部分が再現されているとわか
りやすい」との意見があり，対象地を訪れたことがない参
加者は，開口を表現しなかった部分に関して「用途がわか
らない」と言う意見があった．これらから開口部分が参加
者のイメージに影響を与えることがわかった．ファニ
チャーの再現については「植栽や舗装などがあり，わかり
やすい」などの意見があり，色や素材などが参加者のイ
メージに影響を与えることがわかった．表現が困難な部分
もあり，対象地をよく知らない参加者にとってはイメージ
が困難な部分もあることがわかった．①Minecraftの人に合
わせたボリュームの寸法設定 / ②ドアや窓などの開口表現 / 
③素材や色のイメージ，の３つが再現において重要である
ことが分かった． 

３．空間把握の可能性 
３-１．MWSの動作 
MWSの際に用いる動作をキーボードを押す動作を1動作
として定義する．移動には【俯瞰】，【低速移動】，【高

ブロックを置くマス

ブロックを置かないマス
図4：ブロックの位置を決定するルール（都市の再現ルール）

表４：再現に対する参加者の意見
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図６：対象地とMWS再現の比較

左：GoogleEarth での俯瞰 右：Minecraft での再現

左：現地で撮った写真 右：Minecraft での再現

図５：建物・ファニチャーの再現のルールを適用させた例
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把握できる点が可能性としてあげることができる．一方
で，課題として【ファニチャー】など小さいスケールに対
しての空間把握は難しいことがわかった．

４．議論の可能性 
約60分の提案WSの中で，図６のように大きく8つの空間
の変更（図６）が行われた．まち歩きMWS後に実際にN地
区のWSの際に出たロープウェイの案を作成し，提案MWS
を進めた．変更１，２はロープウェイ駅の建物ボリューム
について，変更３～変更５は病院予定地の建物ボリューム
や建物の素材について，変更７，８では駅北側の建物ボ
リュームについての議論が行われた． 

４-１．議論の可能性の分析方法 
図６の中の８つの空間変更の中の１つである変更５【素
材変更】（以下，【素材変更】）について議論の可能性を
分析する．それまでの変更３，４では，対象建物高さを３
層から９層へと変化させた．【素材変更】では，建物の素
材を白のコンクリートからガラスへと素材変更した．MWS
では空間に変更を加えた後の参加者の動作に特徴が見られ
た．図７のように（ⅰ）空間の変更によって，参加者はあ
る（ⅱ）視点で意見を共有する．また発言を受けた参加者
は発言した参加者の近い場所へ移動し，新たに（ⅲ）視点
を増やすことができると考えた． 
分析の方法として，このフレームに基づき，空間に変更
を加えた直後からの参加者同士の動作と発言に着目して議

速移動】の３つの動作を使用する．その他にブロックを
【置く】，ブロックを【壊す】の動作を使用する． 
３-２．空間把握の可能性の分析方法 
参加者の対象地に対する魅力や課題に対する発言につい
て分析を行う．MWSで対象地に対して感じたことを発言し
てもらい，まとめたものを「建物や用途の関係に対する意
見」「実際の状況に対する意見」「人の活動に関する意見」
の３つに類型化し，その内容が指す規模と発言中の
Minecraft内での動作を整理（表5）する．参加者が空間把握
をする上でどの動作を用いて，どの程度の規模に着目し発
言したかその特徴を明らかにする．また実際のまち歩きWS
による意見13）と比較する． 
３-３ ．空間把握の可能性の考察 
参加者が空間把握をする際の動作として，俯瞰，低速移
動の２つの動作を用いることがわかった．【俯瞰】の動作
では【都市】，【建物】に対する意見が多いが，【ファニ
チャー】についての意見は少ないことがわかった．「高低
差を活かした建築がある」や「公園が隔離されている」な
ど建物や用途の関係に関する意見が出ている．【低速移
動】の動作では【俯瞰】と同様に【都市】や【建築】の空
間規模の意見が多いが，【ファニチャー】に対しても意見
が上がった．また「人の活動に関する意見」も【俯瞰】で
は出なかったのに対し，【低速移動】では意見が出た．こ
れは人の視点と同程度の高さからの視点での移動であるた
めであると考える．実際のまち歩きで出てきた意見13）と比
較すると，【ファニチャー】の小さいスケールの意見は少
なく，「人の活動に関連する意見」も少な胃ことがわかっ
た．「ないものに対する意見」は実際のまち歩きでは
【ファニチャー】の規模で意見が出たのに対し，Minecraft
でのまち歩きでは【都市】，【建物】の規模で意見が出た． 
以上よりMinecraftでは俯瞰による視点と地面レベルから
の視点の２つの視点から【都市】，【建物】規模の空間を

表５：動作と空間規模から見る参加者の空間把握
空間規模 【都市】 【建物】 【ファニチャー】動作

【俯瞰】

【低速移動】

実際の
まち歩きWS
による意見

●敷地が結構広い
●水場がない
●□広場が駅へ繋がる
●□メインの通りから遠い
□公園が隔離されてる
□青い大きな建物が目印
になる
立体駐車場の場所がもっ
たいない
●広場が良い
●裏手が複雑
●□高低差があり複雑
●□公園アクセスが便利
●□公園が少し遠い
●□だいたいどの施設も
□裏と表が混在してる感
□駅から広場が寂しい
増築を繰り返した感じ
裏感がすごい
自転車出入口が不明瞭
駅から直接アクセスできる
●散歩などしづらい
●□施設が集約
●□高低差
●□立体的
●□歩車分離
●□周辺に緑が多い
●□駅から直接アクセス
できる公園
●□バス停が分かれてい
て不便
●□広場や駅前がネット
ワークになっていない
□公園周りの住宅にとって
良い環境
夜が暗くて危なそう
駅近は住みやすそう

●カフェの眺望が良い
●曲面のガラス
●段差デザインが面白い
●スーパーが多く便利
●外装・内装が古臭い
●屋上やテラスが解放さ
れていない
●□メイン動線から外れ
ているコンビニ
□▲居酒屋など人通りの
多いところにあるのが良い
▲広くてイベントに最適
広場デザインが可愛い

●座るところが多い
●遊具がない
●バスを待つ場所が屋外
●スロープが暗く長い
●芝の手入れが心地よい
●坂勾配が一定ではない
●トイレが改修済で綺麗
●ゴミ箱がなくゴミが落ち
ている
●見えない場所にゴミ
●全体的に汚い
▲よく利用されている

●建物がかっこ良い(3)
●カフェが良い(2)
広場に安心感
●階段が長くて不便
▲広場が寂しい

●スロープ長い
バス停に屋根が欲しい
●スロープの横は壁
●□通路みたいなところが
多い
小上がりがきになる

●高低差を生かした建築
がない
●屋上にフットサルコート
とテニスコート
●森が鬱蒼としている
□広場が建物に囲まれて
わかりづらそう

歩道橋が芸術的

●：実際の状況に対する意見　□：建物や用途の関係に対する意見　▲：人の活動に関する意見

変更１【増やす】
ロープウェイの駅ボリュー
ムと駅を繋ぐケーブル

変更２【減らす】
ロープウェイ駅の
ボリュームを削除

変更３【増やす】
病院予定地の建物
（３層→６層）

変更４【増やす】
病院予定地の建物
（６層→９層）

変更５【素材変更】
病院予定地の建物

（白コンクリート→ガラス）

変更６【増やす】
ツインタワー

（小田急京王駅間）

変更７【減らす】
駅北側建物４つ

変更８【増やす】
駅北側宿場町建物

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後
増やしたボリューム
減らしたボリューム
素材変更

図6：MWSで行われた８つの空間変更

図7：議論の可能性の分析フレーム

Minecraft

(ⅰ)空間変更

(ⅱ)視点

(ⅲ)視点
参加者 B参加者A
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論の可能性について考察する．参加者の全ての会話の中か
ら新しい視点に関係する会話と動作を抜き出し，空間変更
が行われた直後を0:00としそこからの経過時間を示す．図８
の上図のように空間を変化させた後の参加者の動きをまと
めた．実線の色分けは参加者の違いである．参加者の動き
を「建物より高い高さで俯瞰して確認」「建物の高さで確
認」「地面からの高さで確認」の３つのレベルに分類し，
線の太さで表現した．また点（数字は順序を表す）で参加
者の新しい視点を得た位置を表現し，空間を把握したと考
えられる発言を抜き出した．自身の動作による視点と，他
人の発言を受けた後の視点の２つを区別し考察する． 
４-２．参加者の視点から見る議論の可能性 

【素材変更】はファシリテーターがコマンド機能を用い
て行なった．参加者はそれぞれ単独で移動し，新しい視点
を得た．図８を見ると３と⑤のインプットが近い場所で行
われていることがわかる．１の発言でF，Hは対象建物の空
間変更を道路側から確認した．またG，Iは広場から空間変
更を確認している．⑧の発言でF，G，Hの3人は病院の上か
らの風景の視点を新しく得て，移動する他の参加者をIが異
なる視点から見たことによって，「対象建物の上に人が集
まると良いのかもしれない」といった発言をした． 
参加者の視点をレベル別にみると，参加者Hの６→⑨の
ように，他の参加者の発言が影響して移動し，視点のレベ
ルが移動していることがわかる． 

３（無言）

10 病院の上に人が集まるよう
にするとか
⑫ 景色が良いところは利用し
たい
⑬すごい高くなった

１ ガラス張りにする
と

⑧ 病院の上から建物
が見えてかっこいい

② 雰囲気が違いますね．圧迫
感とか

⑪ （無言）

④ おー

６ 中には入れない

⑨ はいはい

⑤ おー

⑦ 結構かっこいい

参加者 Fファシリテーター 参加者G 参加者H 参加者 I経過時間

0:00

0:01

0:05
0:06
0:10
0:19
0:59
1:02

1:08
1:13
2:00

2:07

□地面 ○建物高さ　　△俯瞰

参加者 F
G
H
I

ファシリテーター

⑧

⑫⑬
１

３

10

変更４までの空間変更

変更５の空間変更

発言の動作へ影響

図８：【素材変更】後の各参加者の議論と行動の関係
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以上より，俯瞰と地面レベルでの見え方の双方について
の発言がされ，①地面レベルと俯瞰レベルでの視点の両方
を共有できる②発言を共有することで他の参加者と同じ視
点で共有できることが可能性として挙げられる．一方で，
参加者によっては会話の内容でのみ，移動し実際のまち歩
きよりも独自の視点が少なくなっていることが課題として
挙げられる． 
４-３． 空間の変更から見る議論の可能性 
図６のように８つの空間変更を【増やす】，【減らす】，
【素材変更】の３つに分類し，それぞれの可能性と課題に
ついて考察する．【増やす】：大きい建物ボリュームで空
間に変更を行うかつ全体のボリュームが把握しやすい場
合，俯瞰で建物ボリュームの確認を行い，ある地点からの
対象物の見え方や，対象物から周辺の見え方を共有する議
論が多く見られた．全体ボリュームが把握しにくいものに
ついては，俯瞰で建物ボリュームの確認を行うものの，あ
る視点からの対象物を見るとこなどについての議論は行わ
れなかった．小さい建物ボリュームを増やす場合，空間が
一瞬で変更されることはないため，作業を行いながら，途
中で建物レベルで全体を把握するための議論が目立った． 
【減らす】：大きい建物ボリュームで空間に変更を行う場
合，参加者は俯瞰で敷地の大きさや対象物がなくなったこ
とによる影響について議論した．今回のWSでは対象物が
なくなったことによる景色の共有等について議論された． 
【素材変更】：素材の変更を行う場合，ある地点から対象
建物を見た時の印象などの議論が見られ，俯瞰と地面レベ
ルの見え方の双方についての議論がされた． 
以上より，可能性としては大きい建物ボリュームを変更
する場合，議論が活発に行われることである．これは変化
が視覚的に確認しやすいためと考えられる．一方で課題と
して，小さい変更については議論よりも作業中心となるこ
とである．これはコマンド機能を使えず，参加者一人一人
が作業しなければならないためであると考えられる． 

５．結論 
５-１．結論 
本論は，Minecraftを用いたまちづくりWSを開発し，再
現，空間把握，議論の３つから可能性と課題について検証
を行った．再現については【都市】-【建物】の規模で再現
できる点に可能性がある．この時①Minecraftの人に合わせ
たボリュームの寸法設定 / ②ドアや窓などの開口表現 / ③素
材や色のイメージの３つが重要である．課題として【ファ
ニチャー】などの小さいスケールについては再現が難しい
ことが挙げられる．空間把握については，俯瞰と地面レベ
ルの２つの視点から【都市】，【建物】規模の空間を把
握できる点が可能性としてあげることができる．一方で，
課題として【ファニチャー】など小さいスケールに対して
の空間把握は難しいことがわかった．議論については，約
60分の中で８つの空間に変更を加えることができ，他の
参加者と同じ視点で議論できる点に可能性がある．課題

として，会話中心でWSが進行するため実際のまち歩きよ
りも各参加者の独自の視点が少なくなることである．ま
た大きい建物ボリュームに変更を加える方が議論が活発に
なることが分かった．
５-２．今後の展望 
MWSを行う上で，ファシリテーターや操作補助を1人で
担ったが，人数が増えた場合には限界がある．また1回に行
う最大人数が5人であったが，それ以上となる場合，通話に
よるコミュニケーションが困難になる可能性がある．また
本研究では再現については1人で行なったが，MWS参加後
に対象地を訪れた参加者から「より街を楽しく見ることが
できた」などの意見もあり，現実と仮想空間を行き来する
ことによって起こりうる影響についてもまちづくりWSに用
いることの可能性として考えることができる．さらに遠隔
でもイメージを共有して議論を行うことができる点や動画
配信サイトで動画配信する人がいる点などから「計画を絞
り込む手法」や「情報を外部に伝える手法」としての活用
方法，瞬時に空間に変更を加えることができる点から1つの
建物についての議論を行うWSへの使用など，多角的視点か
らの研究が求められる． 

補注
(1)3章4章の参加者の分析は参加者E F ,G,Hの４人を分析する． 
(2)Mojangの有料公開サーバーの機能で複数人でプレイする際に用いる． 
(3)２倍のスケール等で再現する方法もあるが，プレ実験を通して改良を行
い本研究では1/1スケールで再現を行った． 
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