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人と植物とのかかわりを探る (10J

一小型店舗にみる植物の保有実態-

松尾英輔*

〔キーワード〕 庖の立地，地域，庖前，庖内，地

下街， ピル内，アーケード街，露

天

はじめに

植物は人を癒すだけでなく，人をひきつける力を

もっ.たとえば，植物の緑を見てほっとするし，森

や山で清々しい気分を味わう.サクラをはじめとし

て，スイセン，ナノハナ，ワメ，ツバキ，チューリッ

プ，つつじ，シャクナゲ，アジサイ，ポピー，ジャ

カランタ，ホオズキ，アサガオ，ヒマワリ，コスモ

スなど，さまざまな植物を使ったイベントが全国で

開催され多くの人出で賑わう.アメリカのホテルで

は植物の見える部屋の利用率が高く (Evans• Malone 

1992) ，受験生や入学生が減り経営が傾きかけた学

園がキャンパスの緑化で生き返ったという事例も

報告されている (Zampini1994) し，シンガポーノレ

は花と緑の快適景観の集客効果を活かして観光立

国を目指した(稲田 1990). アメリカでは街中の

スーパーマーケットよりも緑豊かな郊外のそれを

利用する客が多いという報告もあると聞いたこと

がある.商品に関心があるわけではないが，唐の前

に鉢物を見かけて，何の花だろうと立ち止まった経

験をもっている人も少なくないのではなかろうか.

このような事例から，庖の前や庖の中で見かける

植物が通行人の足を止める効果をもっとともに，庖

員には癒しをもたらしていることが考えられる.実

際，下村ら (1988)は関西の例を調べてその結果を

報告している.実際にどれほどの庖が， I苫の前やj苫

の中に植物を置いて(飾って，保有して)いるので

あろうか.

本調査では，庖の前や庖の中に植物をみかけるこ

とができるかどうかを調べ，庖の立地場所および地

域との関連を探った.なお，本報の一部は 2006年

人間・植物関係学会岡山大会で速報として発表した

が，地域的な偏りをできるだけ修正するために，そ

事園芸福祉研究所，九州大学名誉教授 (EisukeMatsuo) 

の後も調査数を増やして取りまとめたものである.

なお本研究の遂行にあたっては一部にKKクリエイ

トの研究助成 (2004)を得たことを記して謝意を表

したい.また，東北・北海道地域での暮らしの中に

おける植物についての情報をお寄せくださった

方々にお礼を申し上げます.

1.調査方法とまとめ

1990年代後半から 2000年代にかけて，原則とし

て植物が生育できる 3~10 月に全国の小型庖舗(本

報では庖または商庖と称する.それらの業種はさま

ざまである.)を対象に，庖の前(庖外または外と

表示)や!苫の中(庖内または内と表示)に植物が置

かれて(飾られて)いるかどうか(保有状況)を調

べた.庖外の場合には，露天や片アーケードでは地

植えされている例もあったが，大部分は鉢物であっ

た.また，庖内の植物の大部分は鉢物であったが，

切花が見かけられる例もあり，いずれも植物を置い

て(飾って)いるものとみなした.なお，都市計画

に基づいて整備された緑地帯の植物や地元の商庖

街などが計画して設置した鉢物は含まない.あくま

でも個々の商庖レベルで庖外および庖内に置いて

いる植物を対象とした.また，造花や模造植物(イ

ミテーション)についても記録はしたが，本報では

まとめの対象から除いた.

これらの結果を， I苫の立地によって，1)日射を

受ける道路沿い(露天) (写真 1)，2)通路に沿った

庖の前だけに連続的な雨避けがある場所(片アー

ケード)(写真 2)，3)通路を挟んだ向かいあわせの

庖が全天候型アーケード下にある場所(アーケー

ド)(写真 3)，4)地下街とビ、ル内(地下・ビル)(写

真 4) に分けて比較するとともに，全国を九州，中

国・四国(中・四国)，近畿，中部，関東，東北・

北海道(東・北海)の 6地域に分けて，地域による

違いがあるかどうかを検討した(表1).

0369-5247/13/￥500/1論文/JCOPY
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写真 1 地下街 ・ピ‘ル内の庖
庖前に植物を置いている庄はきわめて少ない
(福岡市).

写真 3 片アーケード街のJ吉
都市計画による緑地帯とはlJlJに庖の前に植物
を置く例が少なくない(岩手県盛岡市)

表 l 庖の立地別にみる地域ごとの調査庖数

庄の場所 九州 近畿 中国

四国

地下 ・ビル 836 1， 631 659 

アーケード 2，871 1，822 2， 265 
片アーケード 750 584 858 

露天 3， 550 3，396 2，940 
計 8，007 7，433 6， 722 

2.植物の保有状況，庖の立地と置き場所

まず，全国の調査結果について植物の保有状況

(有無)をみると，庖の外にも内にも植物のない屈

が 40%，ある庖が 60%であった.植物のある居 60%

の内訳をみると，外だけにある居，外と内にあるj苫，

内だけにある庄いずれもほぼ 20%と，ほとんど違い

写真 2 アーケード街の庖
居前には植物は少なく、商品や広告板の陳列
が多い(熊本市).

写真 4 露天の庖

中部

879 

939 

1792 

4536 

8146 

片アーケードの場合と同じように、都市計画
による緑地帯があっても、庖の前に植物を置
いている例(長野県軽井沢町).

関東 東北 言十

北海道

1，259 727 5，991 
658 804 9， 359 

1，020 933 5，937 
9，436 3，939 27，797 
12，373 6，403 49，084 

はなかった(図 1).庖の外だけでなく，屈の内にも

外とほぼ同じ割合で保有されている点が興味深い.

庖の立地別に植物の保有状況をみると，地下 ・ビ

ルで 33%，アーケードで 47%，片アーケードで 55%，

露天で 72%のj苫が植物を保有していた(図 2).露

天での保有率約 70%とし、う数字は， 1990年代半ば

に九州で調べた結果(松尾 1995)とほぼ同じであっ
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図 l 商庖にみる植物の有無と置き場所見IJ保有率(%)
なし 庄の前(外)にも居内(内)にも生きた
植物がない.

た つまり ，その後の 10数年の間，保有状況には

ほとんど変化がないことがうかがえる なお，この

とき韓国 ・ソウル市街地街屈における植物保有率は

平均 10%ときわめて低かった(松尾 1995).

植物を置いている場所が庖外か，それとも庖内か

について調べるために，庖のタトと内の両方でみられ
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た庖は，外に置いた庖であると同時に，内に置いた

屈でもあるとみなして， J苫の内外の保有状況を算出

した.すなわち，庖外に置いた庖とは，庖外だけと

(居外+庖内)に植物がみられた庖であり，庖内に

置いた居とは，居内と(居外+庖内)に植物がみら

れた庖を意味する.

その結果をみると，庖外の保有率は露天のそれが

56%でもっとも高く ，以下， 片アーケード 33%，アー

ケード 23%，地下 ・ビル 11%といちじるしく低下

していた.これに対して庖内の場合には，露天 44%，

片アーケード 39%，アーケード 36%，地下 ・ビル

27%と低下傾向は変わらないが，その低下率の差は

17ポイントであり，居外での 45ポイントに比べる

とかなり小さかった.つまり ，立地による差は居内

よりもJ苫外のほうが大きかった.また，露天では庖

内よりも庖外の保有率が 12ポイントほと守高かった

が，片アーケード，アーケード，地下 ・ピノレでは露

天とは逆に， J苫外よりも庖内の保有率がいずれも 6，

13， 16ポイント高い点が特徴的であった(図 3)

地下・ビノレ アーケード 片アーケード 露天

図 2 庖の立地別にみた植物の有無

60 I・外ロ内

50 

40 
言兵

時 30

ヤEFE20 

10 

0 
地下・ピ、ル アーケード 片アーケード 露天

図 3 庄の立地別にみる植物の置き場所(外と内)と保有率
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このように，庄外にあっては，植物を保有する庖

の割合が露天で高く，片アーケード，アーケード，

地下・ビルという順に，その割合がいちじるしく低

くなる理由のーっとして考えられるのは，植物の育

てやすさの違いであろう.すなわち，露天では日照

は強いし，雨が降るので潅水も少なくて済む.つま

り，立地 4区の中ではもっとも育てやすい.以下，

片アーケード，アーケード，地下・ビルとなるにつ

れて，日照は少なくなり，植物は育ちにくくなるし，

潅水も欠かせなくなる.とくにアーケードや地下・

ピルになると，直接光は届かず，雨は降らないので，

植物が自力で育つことは期待できない.したがって，

植物にはときどき濯水するだけではすまず，植物

(多くの場合鉢物)そのものの入れ替えをしなけれ

ばならないので，手間と経費がかさむことになる.

もう一つ考えられる理由は，アーケードや施設内

部(地下やピル内)では一般に庖舗の維持・管理費

用(家賃を含めて)は高くなるし，面積は狭くなる

ことである.そうなれば，盾前に売り物にならない

植物を置くよりも販売できる商品を置きたいとい

う心理が働くのも無理からぬ話であろう.事実，筆

者が最近調査した二つの都市のアーケードでは，お

よそ 250庖のうち，平均して 70%程度の庖が商品や

広告板を庖の前にはみ出して並べていた(写真 2).

ただし，地下・ビノレ内ではかなり庖前に商品や広告

板を置くことに対して規制が厳しいところも多い

らしく，厄前には植物も商品類もみられないところ

が多かった.

もっとも，植物が好きで，居前に置けるならば，

地下街やビル内でも定期的に鉢物を交換すること

が選択肢としては考えられる.しかし，上記のよう

な庖の経営者の心理をぬぐい去ることができるの

は，植物によっていちじるしく来客が増え，かっ購

買力が伸びるという資料が示されたときであろう.

ところが，庖内の保有率(図 3) をみると，もっ

とも多い露天の 44%から，もっとも少ない地下・ピ

ルの 27%まで，その開きは 17ポイントに過ぎない.

どのような立地においても， J苫内では日照は期待で

きないし，室内の照明条件下では植物の栽培はむず

かしい.したがって，所有主は維持・管理の手聞や

経費の必要性を承知のうえで植物を保有している

ことを意味していて，その保有率には日照の影響を

受けやすい庖外ほどの大きな違いは生じないもの

とみられる.また，アーケード街や地下街・ビ、ノレ内

などでは，外に植物を置くと通行の邪魔になったり，

規制が加わるので，庖外ほどの気兼ねをしないで遠

慮なく植物を置くことのできる居内での保有率が

相対的に高くなるのであろう.

居内の場合には，植物を置いてあるかどうかは通

路を通りながら概観しただけではわからないので，

植物に集客効果があるとしても，その効果を期待し

ているとは思えない.したがって，庖外では露天，

片アーケード，アーケード，地下・ビルへと保有率

がいちじるしく低下するが，居内ではそれほどの低

下がみられないし，庖外に既設の緑地帯や商庖街共

通の鉢物がある場合にも，植物の保有が減少する傾

向はみられるが，やはり個人的に植物を置いている

例があるということは，植物の集客力を期待してい

るというよりも庖主をはじめとした庖員自体の楽

しみや癒しの要素としてかなり定着していること

を示すものであろう.ただ，一般家庭にあって，植

物を置くのは気持ちよく暮らすためという側面と

来客に対しては美しく見せ，よい印象を与えたいと

いう側面があるのと同様に，入居してきた客に対し

てよい印象を与えたいという面があることも事実

であろう.

3. 地域別にみる植物の保有状況

南北に伸びる日本国内の気候条件や，東京，大阪

などをかかえる大都市圏とそうでない地域との違

いなどが植物の保有率と何か関係をもつのであろ

うか.

この点を探るためにまず，植物の有無について地

域別にみると，植物の保有率は近畿地方で 55%台と

やや低いものの，もっとも多い中部地方でも 64%と，

地域による聞きは10ポイント以内にとどまった(図

4) .ここには，大都市をかかえる関東や近畿地方に

おける保有率が特別に低いという傾向は見当たら

ない.

次に，地域別に庖の立地と植物の保有率をみると，

関東における片アーケードの保有率だけは，ごくわ

ずかではあるが，露天の保有率より高かった.しか

し，そのほかの地域ではいずれも露天での保有率が

もっとも高かった.図 2で認められた地下・ビル，

アーケード，片アーケード，露天と保有率が高くな

る傾向は，どの地域でもほぼ同じであった(図 5). 
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地域別にみるJ苫における植物保有の有無

も，内にある例にも数えた.庖の内と外における植

物の保有状況は，中国 ・四国地方と東北 ・北海道地

方で外よりも内での保有率がわずかに高い傾向が

みられたが，その他の地域では逆に内より外で高い

傾向がみられた.しかし，いずれの場合も内と外と

の聞きは6ポイント(最大は関東地方で6ポイント)

以内であり ，地域差は大きくなかった(図 7).

図 3では，居外での保有率は，露天 56%，片アー

ケード 33%，アーケード 23%，地下 ・ピル 11%と

いちじるしく低下するが， I古内のそれは露天 44%，

アーケード 39%，片アーケード 36%，地下 ・ビル

27%と低下率は小さいことを示した.そこでここで

は，庖の立地別に，各地域における庖の内外にみる

植物の保有状況の違いをまとめてみた.

まず，地下街 ・ビル内の屈における植物の保有状

況をみると，庖外では，関東の 12%から東北 ・北海

道の 8%まで，その違いはわずか4ポイン卜程度で，

地域差は小さかった.応内にあっては最大 28%強か

図 5

また，関東や東北・北海道など東日本では，露天で

の保有率は西南日本とほぼ同じであるのに，地下 ・

ヒずルでの保有率は西南日本よりも高くなるので，露

天での保有率と地下 ・ビルで、の保有率との差は大き

くなる傾向がみられた. しかし，地域聞の違いは数

ポイント以内であり，大きくはなかった

植物の置き場所が庖外か，庖内か，それとも庖外

と庖内の両方に置いているかという視点から，その

保有率をみると，中部地方だけは「庖外と庖内」が

ほかに比べてやや高かった.また，関東における庖

内だけの保有率はほかの地域のそれに比べてやや

低いことが目につく .とはいえ，その地域差は数ポ

イント以内であり，保有場所については地域によっ

ていちじるしい違いがあるとは判断できなかった

(図 6).

次に，庖の外に置かれているか，内に置かれてい

るかに分けてまとめた.図3に示したときのように，

庖の外と内に置かれている場合には，外にある例に
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図7 地域別にみる庖の内外における植物の保有率

ら最低 25%弱と，これも地域による大きな聞きはみ

られなかった.また， I吉外の保有率と庖内のそれと

の差をみると ，いずれの地域でも 10ポイント以上

の開きがみられた(図 8-1). 

アーケードでは，全体的に関東と東北 ・北海道で

居内外の保有率が，その他の地域に比べると，とも

に低い傾向がみられ，中国 ・四園地方ではj苫内の保

有率がほかの地域に比べてかなり高かった(図 8-2). 

また，中国 ・四国では，盾内の保有率が居外より高

い傾向は地下街 ・ビル内と同じであったが，その差

が 20ポイントとかなり大きかったのに対して，九

州、1，中部，関東，東北 ・北海道ではその差は 10ポ

イント前後となり，近畿ではその差は 7ポイントと

さらに小さくなるなど，地域によって庖の内外の開

きにかなり違いがみられた.

片アーケードでは，関東や東北・北海道でj苫外の

保有率がその他の地域と比べて低い傾向がみられ

た.また，近畿を除いて庖内の保有率は居外のそれ

より高く ，居内と庖外との聞きはとくに九州，中

国 ・四国，近畿の西南日本では 3ポイント以内と小

さかったのに対して，中部，関東，東北 ・北海道な

ど，主に東日本ではアーケードの場合と同じように

数ポイントから 10ポイントを超える開きがみられ

た(図 8-3). 

露天では，関東，東北 ・北海道における庖外の保

有率が 50%前後で，ほかの地域より も7ポイント以

上低かったいっぽう ，居内の保有率は中部の 48%

から関東の 40%まで，地域によってばらつきがみら

れた.しかし，どの地域でも庖外の保有率は居内の

それよりも高かった.庖外と庖内との差は，西南日

本で 12~ 18 ポイントであるのに対して，東日本で

は 4~12 ポイントと ， 西南日本での差が大きく，東

日本で、は小さかった(図 8-4). 

以上のように，概して地下 ・ピルとアーケードで

はどの地域でも庄外より庖内での保有率が高く，そ

の差が比較的大きかった片アーケードでは庖外と

庖内の保有率の差はノトさくなり ，露天では逆に庖内

より庖外での保有率が高くなっていた.この点を，
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ちかねた春が来て 4月に一斉に花がI咲き，人々は百

花練乱の春を楽しむ.そのために 2月のセント ・ニ

コラス祭の頃から人々は庭の手入れに精を出して

いたまた，室内にはどの家でも一年中鉢物が飾ら

れていた.東北や北海道地方の気候もそれに似てい

て，植物への憧れや親しみは西南日本よりも大きい

と考えられる.その影響を受けて，庖外，居内とも

に槌物を保有する庖の割合が高いのではないかと

予想していた

本調査の結果では，全体の植物保有率については

ほぼ同じであったしかし，やや詳しくみてみると，

西南日本と東日本との聞には少し違いがみられた.

すなわち，地下 ・ビルでの保有率は，西日本より東

日本で、やや高かったこと， J苫内に植物を保有する割

合も，西南日本より東日本では高いことである.こ

れには，前に述べたように，植物による癒しを求め

て冬の聞にも建物や施設内に植物を保有する人々

の心情を反映したものと見ることができるのでは

あるまいか.

そのような観点からみた場合，本報告では整理し

立地別，地域別にみる眉の内外における櫛物の保有率

庖外の保有率に対する庖内の保有率の割合という

形で，立地ごとに地域のデータを示したのが図 9で

ある

この図で目立つところは，地下・ビル，片アーケー

に露天にあっては，東北 ・北海道地域では，ほか

に比べて庖内の保有率が相対的に高くなっている

ことである.

図 8-3，4で認められた，西南日本と比べて東日

本では庖外の保有率が低下すること ，片アーケード

にあっては西南日本と比べて東日本では，庖外より

も庖内の保有率が高くなり ，その差は西南日本より

大きくなっている ことなどを考えあわせると，西南

日本と比べて東日本では庖外よりも相対的に庖内

に植物を保有する傾向が強し、ことがわかる.

東北 ・北海道に住む複数の知人の話では，一般の

家庭にあっても，夏冬ともに室内で植物を栽培して

いる家庭が多い.このような習慣の一端が庖内にお

ける植物の保有率が西南日本に比べてやや高いこ

とに反映されているとみなすことができょう .

かつて筆者が 1年間を過ごしたオランダでは，待

図 8
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。
立地別にみる植物の庖外保有に対する庖内保有の割合

!吉外では地下 ・どルの 11%から露天の 56%まで立

地の違いによる差が 45ポイントとかなり大きかっ

た.庖外では明らかに植物の管理が容易な立地，す

なわち庖外の!吉での保有率が高いが，居内の保有率

には，立地の違いにかかわらず，大きな差がみられ

なかった.これは，植物のもつ集客効果よりもむし

ろ庖主やj古員の癒しを目的として植物を保有して

いることを示唆するものといえよう

地域別に植物の保有状況をみると，どの地域も

60%前後で大きな違いはなかった.立地別にみると，

関東，東北・北海道などの東日本では，九州や中国 ・

四固など西南日本に比べて，地下・ピルで、の保有率

がやや高い傾向がみられた また，立地のいかんに

かかわらず，東北 ・北海道地区では相対的に庖外よ

りも居内の保有率が高い傾向がみられた.これらは，

気候の厳しい東北・北海道地方では普段から室内に

植物を保有する習慣があることを反映したものと

みられる.
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ていないが，中部地方，近畿地方，中園地方につい

ては，日本海側と太平洋側との地域差についても比

較検討することで，気候の違いと植物の保有状況と

の関連がさらに明らかになるものと考えられる.

また，このまとめでは関東や近畿など大都市をか

かえる地域とそのほかの地域との 目立った違いは

みられなかった.しかし，人口密集地とそうでない

所に立地する屈では，植物の保有状況は変わる こと

も考えられるので，都市部と郊外との比較検討を行

うことも今後の課題の一つであろう .

まとめ

本調査は，植物がどれほど暮らしの中に根付いて

いるかを探るねらいで行われている一連の研究の

一つであり ，全国の小庖舗を対象にして， 庖の立地

条件によって，植物の保有状況がどう違うか，とく

に気候が異なる西南 日本と東 日本とで異なるかど

うか，を明らかにしようとしたものである.

庖の前(庖外)や庖の中(盾内)に植物，とくに

鉢物を見かけるのは当たり前のことになっている.

もちろん， 一部には造花や模造植物も見受けられる.

およそ 49，000商庖を調べた結果， 60%の庖が庖内

または居外に植物を保有して(飾って)いた.その

置き場所をみると，居外，r;5内，庖の内と外，いず

れもほぼ 20%であった.庖の立地別にみると，地

下 ・ビルがもっとも低く 33%，アーケード 47%，

片アーケー ド55%，そして露天がもっとも高く 71%

で、あった.これを庖内と庖外に分けてみると，庖内

では地下・ビルの 27%から露天の 44%まで立地の

違いによる差は 17ポイン トで、あったのに対して，

図 9
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