「近未来の東南アジア諸都市における移動体・移動システムの予測」
Prediction of the movement system in the Southeast Asia cities of the near future
研究代表者： 阿部 栄一（ＡＢＥ Ｅｉｉcｈｉ）

関西学院大学社会学部特別研究員

共同研究者： 前田 至剛（Maeda Noritaka） 皇學館大学文学部准教授
要旨
今後いわゆる自動車社会が実現する新興国においては、グローバルに共通な課題、すなわちエ
ネルギー問題をはじめとする環境問題、情報化の進展と先進国が実現した自動車社会構築が同
時進行することになる。東南アジア都市生活者の移動価値観と、その都市の移動システムは、新た
な都市の mobility に、これまでにない変化とニーズが生まれるはずである。本年度は昨年度日本
で実施した事前調査を踏まえ、研究期間の制約から、事前調査の３都市（バンコク、ジャカルタ、ク
アラルンプール）の中からクアラルンプールを調査地として選び、東南アジア都市の生活者の生活
実態や移動に対する価値観を実査することによって、東南アジア都市の生活者の特徴を見出すこ
とから、近未来の東南アジア都市の移動体予測を行った。
Abstract
In the cities in Southeast Asia, it will be a common challenge to develop new society by using
information technology under making the same infrastructure of advanced countries. Because in
those cities, middle class people have lives in the same condition of the information technologies in
advanced countries. This is a new social movement and unprecedented mobility in the city will make
a feeling of movement of urban life not only in advanced countries but also in Southeast Asia.
This year, based on the preliminary survey of 3 cities (Kuala Lumpur, Jakarta and Bangkok) which
was conducted last year in Japan, we selected Kuala Lumpur as the study site from the constrains
of study period,. By examining the values of movement and living conditions of the consumers, we
carried out to predict the movement system in the near future in the cities in Southeast Asia.
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要がある。また、労働や商業活動から観光
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２．研究経過
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３．研究成果
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価値を持ち続ける。そして公共交通システ
ムは発展するものの、充分でない状況が長
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中心にした発展から、内需中心に移行する
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