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都市は，様々な人々が出会い，交流し，くつろぎ，楽しく時を過ごす場所であり，街路・広場・公園をはじめとする

都市の公共領域は，こうした活動の舞台となっている．近年，多様なアクティビティの受け皿としての屋外空間の重要

性が見直される中，オープンカフェ等，公共空間の利活用を通じた人々の居場所・賑わいづくりが全国各地で取り組ま

れている．本研究は，仮設物の使われ方が利用者による滞留空間の需要と仮設物の配置によって規定されるとの仮説の

下に，仮設物を用いた広場空間で繰り広げられるアクティビティを観察し，仮設物が人間行動に及ぼす影響を分析した

ものである．分析の結果，滞留空間の需要に応じた人間行動の変化や，広場のレイアウトに応じた仮設物の使われ方の

変化など，今後のまちなかにおける仮設物を用いた社会的関係創出の取り組みに資する知見を得ることができた． 
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１．はじめに 
(1) 研究の背景及び目的 

デンマークの都市計画家ヤン・ゲール（Jan	Gehl）

は，「人間の街」１）において,「歩行者のアクティ

ビティを促進すると，交流やレクリエーションの機

会が自然と数多く生まれてくる」と記している．	

近年，わが国でも街路・広場・公園などの公共空

間において，仮設物の設置等を通じて様々なアクテ

ィビティを創出し，街の賑わい醸成を目指すまちづ

くりの取り組みが見られるようになった．	

そこで，本研究では公共空間における仮設物の設

置について，利用者のアクティビティを観察し，仮

設物の具体的な配置やデザインが利用者のアクティ

ビティに及ぼす影響を明らかにすることを目的とす

る．	

(2) 既往研究の整理及び本研究の新規性 

公共空間の利活用を通じた賑わいづくりの取り組

みに関する既往研究には，道路空間利活用の取り組

みにおける関係主体の役割に着目しながら，空間イ

メージの形成過程とその街路空間への影響を明らか

にした中川ら 2⁾や，中心市街地における滞留可能性

を街路の空間構成に基づいて分析した上で，オープ

ンスペースにおける滞留行動の実態を明らかにした

池田ら 3⁾の研究がある．	

本研究では，イス・テーブル等の仮設物が設置さ

れた公共空間を対象に，利用者による滞留空間の需

要や空間の設えが持つ訴求力が滞留者のアクティビ

ティに及ぼす影響を考察しているが，このような研

究はまだ行われていない．	

(3) 本研究における仮説 

本研究においては，研究の考察を進めていく上で

以下の 2点の仮説を立てる．	

a)滞留空間の需要と仮設物の使われ方に係る仮説 

広場や街路の利用者による滞留空間の需要は，利

用者の数や属性に応じて常に変化している．イス・

テーブル等の仮設物の使われ方は，基本的にはその

設えによって決まる一方,滞留空間の需要の変化に

応じても変化するということを仮説とする．	

なお，本研究では滞留空間の需要を，ある空間で

滞留行動を行なっている滞留者の人口密度と定義す

る（図-1）．	

b)仮設物の配置が人間行動に与える影響に係る仮説 

また，広場・街路の利活用空間において，仮設物

の配置が利用者の人間行動や人間関係に影響を与え

ているということを仮説とする（図-2）．	

 
図-1	 滞留空間の需要と仮設物の使われ方の関係	

 
図-2	 配置の変化に伴う人間行動や人間関係の変化	

 
２．調査・分析手法の概要 
本研究では，新宿モア４番街におけるオープンカ

フェ，及び国士舘大学世田谷キャンパスの学園祭，

けやき広場（馬事公苑），松陰神社通りにおける仮

設物設置の社会実験（以下，出張広場と呼ぶ）につ

いて，以下の調査・分析を行った上で，各調査結果

の比較分析を通じた仮説の検証を行なった.（図-3）	
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図-3	 各調査対象地の様子	

a)使用した仮設物の概要 

出張広場で使用した仮設物を次に示す．大テーブ

ル（910×1820×730mm）2 台，中テーブル（Φ600

×720mm）2 台，小テーブル（500×750×550mm）1

台，カウンター（450×1820×900mm）2 台，木製丸

イス（高さ 400mm）12 個，大プラスチックチェア

（高さ 450mm）10 個，中プラスチックチェア(高さ

350mm)10 個，小プラスチックチェア（高さ 250mm）

20 個，人工芝（実験により面積を変えて設置）.	

b)滞留行動調査 

各対象地の滞留者について，滞留行動の開始・終

了時刻，滞留時間，滞留者の属性（性別・年齢・国

籍），滞留時の具体的な行動，付属又は付近のカフ

ェを利用したどうかを目視と動画撮影で調査した．	

c)同一空間における関係性の分析 

本研究では，空間を共有しながら，言語的・身体

的なコミュニケーションが発生している関係を「直

接的な関係」，空間を共有してはいるが，言語的・

身体的なコミュニケーションが発生していない関係

を「間接的な関係」と定義し，仮設物の利用を通じ

て生まれた滞留者間の人間関係を分析した（図-4）．	
 

 

 

 

 

 

 

 

図-4	 直接的な関係と間接的な関係	

d)プロット分析 

	 滞留行動調査の結果を元に，滞留者がどこで何を

行ったかを図面に落とした．滞留空間の需要が仮設

物の使われ方に与える影響を分析するため，5分毎

の利用状況を表す図面を作成し，比較分析を行った．	

e)アンケート調査 

出張広場の実験時，滞留行動をとった滞留者への

アンケート調査を実施した．利用時間，利用した仮

設物，性別，年齢，居住地，誰と広場を利用したか，

利用方法，広場の評価，仮設物の評価，改善点，付

近のカフェを利用したか，広場の価値の 12 項目に

ついて質問した．	

３．調査結果と分析 
(1) 仮設物の配置と滞留者の関係性 

a)けやき広場における実験結果 

	 けやき広場では，昼と夕方で配置を変えて出張広

場の実験を行った(図-5)．昼は，広場の両側に人工

芝を敷いた上，西側に小プラスチックチェアと中プ

ラスチックチェア，小テーブルを配置，東側に大テ

ーブルや中テーブルといった比較的大きな仮設物を

配置したところ，空間によって利用者の年齢層とア

クティビティが大きく分かれた．	

	 西側の人工芝が広がる空間では，子供がいる家族

の利用が多かったのに対し，東側のテーブル類を配

置した空間では，大人の利用が多く見られた．また，

小さな子供がいる家族については，大半が芝の上で

過ごしていた．芝生利用については，大人が利用場

所を決めるのではなく，子供が芝の上に置かれた小

プラスチックイスに興味を示し，それを見守る形で

親も芝の上に滞留するという流れが観察された．	

	
図-5	けやき広場における配置	

	

b)出張広場とモア４番街との比較 

	 新宿モア４番街と出張広場において観察された滞

留者間の関係性をグラフにまとめた（図-6）．	

まず，新宿モア４番街に着目すると，仮設物があ

る場合の方がない場合よりも，直接的な関係も間接

的な関係も多く見られたことから，滞留者間の関係

性を創出する上での仮設物の重要性が確認できた．	

次に，学園祭とけやき広場の出張広場に着目する

と，1 日目と 2 日目，及び昼と夕方で，仮設物の配

置が異なることで，直接的・関節的ともに関係性の

量が変化していることが分かる．	

以上より，まちなかの広場において，滞留者間に

より多くの関係性を生み出す上で，仮設物の設置が

有効であること，さらにはその配置・デザインが非

常に重要であることが確認された．	

	

図-6	 調査で観察された 60 分あたりの滞留者間の関係性	
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新宿モア 新宿駅⽅⾯ 仮設あり

新宿モア 靖国通り⽅⾯ 仮設あり
松陰神社通り商店街
けやき広場 ⼣⽅
けやき広場 昼
学園祭 ２⽇⽬
学園祭 １⽇⽬
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(2) 滞留空間の需要と仮設物の使われ方 

a)各対象地における結果 

利用者による滞留空間の需要と仮設物の使われ方

の関係を分析するにあたり，学園祭における 5 分お

きの需要の変化をグラフに表した(図-7)．	

	 まず，カウンターについて，滞留空間の需要が極

端に少ない場合にはほとんど使われないことが分か

った．需要が 0.3〜0.4（人/m2）を超えると使われ

ることから，他の仮設物が全て占用されてしまい，

カウンターしか使えない状況になって初めてカウン

ターが使われるものと考えられる（図-8）．	

	
図-7	 ５分ごとにおける滞留空間の需要の変化	

	
図−8	 滞留空間の需要とカウンターの使われ方	

b)出張広場の比較 

学園祭とけやき広場で実施した出張広場について，

広場全体における滞留空間の需要が高い順に並び替

えを行ったところ，学園祭 2 日目＞学園祭 1 日目＞

けやき広場夕方＞けやき広場昼の順になった．そこ

で，需要の大きさに応じて仮設物の使われ方がどの

ように変化するのか，大テーブル，中テーブル，小

テーブル，カウンターに着目して分析した（図-9）．	

まず，全ての仮設物に共通して，需要が大きい場

合には飲食・会話がよく見られるとともに，需要が

小さい場合には遊びが多く見られた．このことは，

仮設物の種類を問わず，需要が大きい時には人がと

にかく飲食・会話の目的で座ること，需要が小さい

時には仮設物が遊び道具として子供に使われること

を示唆している．また，中程度の需要においては，

各仮設物の設えに応じた特徴的な行動がそれぞれ見

られた．以上，広場の需要に応じて仮設物の使われ

方が変化することが分かった（表-1）．	

	
図-9	滞留空間の需要と仮設物のアクティビティの変化	
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表-1 滞留空間の需要と仮設物の使われ方の変化	

 需要大 需要中 需要小 
大テーブル 飲食，会話 会話＋α 遊び 
中テーブル 飲食，会話 会話＋α 遊び 
小テーブル 飲食，会話 会話＋α 遊び＋会話 
カウンター 飲食，会話 使われない 遊び 

 

(3) 芝の有効面積とアクティビティ 

本研究において，仮設物（小プラスチックチェア

を除く）が置かれていない芝の面積を「芝の有効面

積」と定義した上で，芝の有効面積によって人間行

動がどのように変化するのか検証した．	

3 箇所における計 5 回の出張広場を，芝の有効面

積の大きさ順に整理した上で，各出張広場で行われ

たアクティビティの総量に対する種類別のアクティ

ビティの割合をグラフで整理した（図-11）．	

	 全体的な傾向として，芝の有効面積が小さい場合

には，主に飲食と会話が行われていたが，芝の有効

面積が大きくなるにつれて，飲食と会話の割合が減

少し，遊びと写真の割合が増加していることが分か

った．また，興味深い発見として，遊びと飲食，会

話と写真がそれぞれ対照的な形で変化しており，特

に遊びと飲食は約 20m２を閾値として大小が逆転し

ていることが分かった．	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

図-11 芝の有効面積と種類別アクティビティの割合	

	 また，各広場において観察された特徴的な現象を

表-2 に整理している．これを見ると，芝の有効面

積が大きくなるにつれて，間接的な関係性が出現し，

子供たちが一緒に遊んだり，初見の親同士で会話が

生まれたり，更には一緒に写真を撮ったりする行為

まで見られた．このことから，芝の有効面積は関係

性に係る重大な指標だということが分かった．	

表-2	 芝の有効面積と特徴的な現象の関係	
 松陰 

神社 
学園祭 
1日目 

学園祭 
2日目 

けやき 
広場 昼 

けやき 
広場 夕 

芝の 
有効面積 5 6 12 27 36 

特徴的な

現象 
特に

なし 
子供が一緒

に遊ぶ 
親同士が

軽く話す 

子供が一緒

に遊ぶ 
親同士で会

話する 

子供がテーブ

ルを叩く 
子供がテーブ

ルに乗る 
一緒に写真を

撮る 
親同士で会話

する 

(4) 滞留者間の関係性と空間の価値 

	 各出張広場の実験で創出された空間の価値を比較

するため，「併設のカフェの商品代金に広場使用料

が含まれていると仮定した場合，いくらまで許せる

か？」という内容のアンケートを利用者に回答して

もらい，各広場の平均額を表-3 に整理した．	

空間の価値が高い順に並べると，けやき広場＞学

園祭＞松陰神社の順になった．これを，3-(3)の分

析結果と照らし合わせると，芝生の有効面積が大き

く，滞留者間の関係性が多く発生する空間において

は，空間の価値も高くなるということが推測される．	

表-3 空間の価値に関するアンケートのまとめ	

 松陰 
神社 

学園祭 
1日目 

学園祭 
2日目 

けやき 
広場 昼 

けやき 
広場 夕 

空 間 の

価値 40円 93.2円 93.8円 186.8円 133.3円 

 

４．まとめ・結論 
(1) 仮設物の配置と滞留者間の関係性 

・	仮設物の配置によって，滞留者の属性やアクテ

ィビティが変化する．	

・	滞留者間の関係性を創出する上で，仮設物の設

置が有効であるとともに，その配置・デザイン

が重要となる．	

(2) 滞留空間の需要と仮設物の使われ方 

・	カウンターは，滞留空間の需要が小さすぎると

利用されない．	

・	どの仮設物においても，滞留空間の需要が大き

い場合には飲食・会話目的での利用が増え，滞

留空間の需要が小さい場合には遊び目的での利

用が増える．	

・	滞留空間の需要が中程度の場合，仮設物の設え

に応じた特徴的な使われ方が顕著になる．	

(3) 芝の有効面積とアクティビティ 

・	芝は人と人を繋げるツールであり，その有効面

積が大きいほど発生する関係性も多くなる．	

(4) 滞留者間の関係と空間の価値 

・	滞留者間の関係性が多く生まれる空間ほど，空

間の価値も高くなる．	

(5) 仮説の立証 

以上のまとめより，滞留空間の需要に応じて仮設

物の使われ方が変化するという仮説と，仮設物の配

置が人間行動や人間関係に影響を与えているのでは

ないかという仮説が立証された．	
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