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駅前の待ち合わせ場所における仮設物の設置と滞留行動の関係

に関する研究 
17-3A159：岩永 考弘 

指導教員：西村 亮彦 

 
駅前空間は，様々な人々が集い，語りあうための場所であるとともに，待ち合わせ場所としての重要な機能を持って

いる．近年，駅前空間をイベント目的で利用することも増えており，まちの活性化に貢献することも求められている．

本研究は，仮設物の設置に伴う滞留行動の変化についての仮説をたてた上で，駅前空間に仮設物を設置する社会実験を

実施し，実験前と実験中における滞留者の属性・アクティビティを観察し，仮設物と滞留行動の関係を比較・分析した

ものである．調査・分析の結果，仮設物を設置している場合としていない場合とでの滞留行動の変化や仮設物の使われ

方の変化など，今後の待ち合わせ場所としての駅前空間のデザイン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) 研究の背景と位置づけ 

乗降客数の多い都心部の鉄道駅の駅前空間は，待ち

合わせ場所としての重要な役割を持っている．待ち合

わせ場所には，場所の分かりやすさや適度な距離を保

てる空間的な余裕，座ることができる設え，雨風をし

のげる施設などが求められる．しかしながら，待ち合

わせ場所として十分なデザインがなされていない駅前

空間も多く，そのような場合，待ち合わせ行為が周辺

施設の迷惑となっているケースも散見される．	

また，最近では待ち合わせ場所をイベントなど多目

的に利用できる広場空間として整備するケースも増え

ている．しかしながら,	待ち合わせ場所としての機能と

その他の機能の調和がとれた空間のあり方については，

研究の蓄積が求められている．	

	 滞留行動に関する既往研究には，滞留行動を阻害す

る要素を明らかにし，快適に過ごせる空間づくりに役

立つ知見の獲得を目的とした岡田ら１）や，遊歩道内に

おける滞留行動の実態を明らかにし，ストリートファ

ニチャーの設置に伴う滞留行動の変化とコミュニケー

ションの変化を考察した近藤ら２）の研究などがある．

しかし，専ら待ち合わせ場所として利用される駅前空

間に，仮設物を設置して使われ方など滞留行動の変化

を把握する研究は少ない．	

	

(2) 研究の目的 
本研究は，駅前の待ち合わせ場所について，現状の

利用状況を把握するとともに，仮設物の設置に伴う使

われ方の変化を確認し，今後，駅前の待ち合わせ場所

をデザインする上で参考となる知見を得ることを目的

としている．	

(3) 研究の対象 

 本研究では，小田急線の地下化に伴う地上部分の整

備が進む，下北沢駅東口駅前空間を対象地とする．	

	 小田急電鉄では，かつて小田急線の軌道敷だった敷

地を活用した「下北沢線路街」の開発を進めており，

一部区間において「ボーナストラック」が先行的にオ

ープンしている．また，期間限定の社会実験として，

コンテナや仮設のファニチャーを用いた「線路街空き

地」を整備・運営している．	

	 本研究の対象となる東口駅前空間は，現在メッシュ

フェンスで囲われた暫定空地として運用されている．

将来的には交通広場が整備されることとなっているが，

単なる交通処理のための空間としてではなく，周辺の

開発とも連動した質の高い公共空間の創出が望まれる．	

 	

写真−1・2 下北沢駅東口駅前空間の利用状況	

	

(4) 研究の方法 

１章：はじめに	

２章：待合せ場所の事例調査・対象地の現状把握	

３章：利用実態の調査（平常時の利用状況を調査）	

４章：社会実験（仮設物設置時の利用状況を調査）	

５章：まとめと考察（平常時と実験時を比較・分析）	

	

２．待合せ場所の事例調査・対象地の現状把握 

(1) 待合せ場所の事例調査 
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	 本研究において，対象地で行う社会実験で設置する

仮設物を検討するにあたり，全国の鉄道駅周辺で待ち

合わせ場所として使われている駅前広場を探し，空間

の大きさや待ち合わせ場所の目印となる設置物の種

類・寸法に関する情報を収集・整理した．	

駅前広場では，オブジェ・像ともに高さ4m以下，幅5m

以下のものが多かった．種類別の傾向については，時

計台は高さが4m又は8m，幅が2m前後であることがわかっ

た．また，噴水は高さにばらつきはあるが，幅はいず

れも10m前後であることがわかった（図−1）．全体的な

傾向として，高さ4m前後の設置物が多いことから，4mが

待ち合わせをする際に人の目に付きやすい高さなので

はないかと考えられる．	

また，駅前広場の長辺D，及び周辺建築物の高さSに対

する，設置物の高さHの比率に着目すると，H/D=0.2以下，

H/S=0.5以下のものが多かった（図-2）．以上より，設

置物の高さが，駅前広場の長辺の20%以下，周辺建築物

の高さの50％以下でも目印となり得ることが分かった．	

	

図−1 駅前広場における待合せの目印となる設置物の寸法	

	

図-2 駅前広場の大きさに対する設置物の高さ	

 

(2) 対象地の現状把握 

 利用実態の調査方法，及び社会実験の内容を検討す

るにあたり，対象地の使われ方の現状を把握するため

のプレ調査を実施した．10月14日（水）16時台に４箇所

の定点から各15分ずつ動画撮影を行なった．撮影した動

画の中から，10秒以上同じ場に留まった人を滞留者とし

て抽出し，滞留者の属性・行為等のデータを収集する

とともに，平面図上に滞留位置をプロットした（図-3）．	

	 プレ調査の結果，壁側や柱付近に滞留する人が多か

った．壁側に滞留する人は，ある一定の間隔を保って

いることがわかった．また，東西に延びる通路の南側

に座ることができる高さの防護柵が設置されているた

め，座る人が多く見られた．	

	 滞留者の年齢層に着目すると，20代を中心に多いこと

がわかった．その理由として，リーズナブルな飲食店

や古着屋・ライブハウスが多いことが挙げられる．	

	 以上の調査結果から，通路にカウンターテーブルや

ベンチなどの仮設物を設置し，若者向けのコンテンツ

を導入することで，壁側や柱付近で滞留する人が仮設

物を利用し，その行動が変化するとの仮説を立てた．	

	

図−3	プレ調査における滞留者の分布	

	

３．利用実態の調査 

 メッシュフェンス移設前と移設後・実験中の３つの

状況で，平日と土日に各３回ずつ動画撮影を行なった．	

(1) メッシュフェンス移設前の利用状況	

 調査の結果，平日は壁側や柱付近に滞留する人が多

かった．人数は，12時台が109人，15時台が94人，18時

台が173人だった（図−4）．土日はイベントが開催され

ており，出店が並んでいた為，壁側や柱付近に滞留す

る人以外に，プラスチック防護柵に座る人や出店付近

で滞留する人が多数見られた．人数は，12時台が338人，

15時台が330人，18時台が316人だった（図−5）．	

 

図-4 平日における滞留者の分布（2020年11月10日）	

 

図-5 土日における滞留者の分布（2020年11月8日）	
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(2) メッシュフェンス移設後の利用状況 

調査の結果，平日はメッシュフェンス移設前と同様

に壁側や柱付近に滞留する人が多かった．人数は，12時

台が229人，15時台が312人，18時台が395人だった（図-

6）．土日はイベントが開催されており，出店が並んで

いた為，壁側や柱付近に滞留する人以外に，出店付近

に滞留する人が見られた．人数は，12時台が142人，15

時台が184人，18時台が127人だった（図−7）．	

 

図-6 平日における滞留者の分布（2020年11月26日）	

 

図-7 土日における滞留者の分布（2020年11月29日）	

	

４．社会実験 

(1) 社会実験の実施 

 社会実験で使用した仮設物を次に示す．	

六角ボックス（Φ900×400）13個（日によって配置を変更）	

可動式ブロック（A300＊490/B300＊980/C600＊490×低330/中660/高990）9台	

固定式ブロック（300＊490＊330×24/25個）2機	

	 六角ボックスは，座るだけでなく飲食物を持ち寄り

ながら滞留すること，基本的には背中合わせだが配置

によっては向かい合って利用することを想定した．可

動式ブロックは，１段のものに座って２段のものをテ

ーブルに利用するという仮説の下に観察調査を行った．	

 

 

 

 

 

 

 

(2) 社会実験中の利用状況 

平日・土日いずれも，仮設物を設置した影響で座っ

て滞留する人が多かった．可動式ブロックを自由に動

かして組み合わせる光景も見られた．平日の人数は，12

時台が112人，15時台が119人，18時台が187人だった（図

−8）．土日の人数は，12時台が500人，15時台が453人，

18時台が601人だった（図-9）．なお，土日の18時以降

に大道芸のパフォーマンスがあったため，南北方向の

通路の南側に滞留する人も多かった．		

滞留者の滞留場所を全体的に見ると，南北方向の通

路の中央に滞留している人が見られるが，通り抜ける

人が少ないことによるものと考えられる．また，実験

前と比べて，壁側や柱付近に滞留する人が減少し，仮

設物やその周辺に滞留していることがわかる．これら

の行動は，仮設物が設置されていることで人の行動を

誘発したのではないかと考えられる．		

 

図-8 平日における滞留者の分布（2020年12月1日） 

 

図-9 土日における滞留者の分布（2020年12月6日）	

 

５．まとめと考察 

	 動画撮影日ごとに，滞留者の属性（性別・年齢層・

滞留グループ）とアクティビティ（行為・姿勢）につ

いて，比較を行なった． 

(1) 滞留者の属性の比較 

性別については，偏りがほぼなかった（図-10）．年

齢層については，曜日・時間帯問わず20代が大半を占め，

30代がこれに次いで多かった（図-11）．グループ構成

に関しては，全体の約60％が１人で滞留していること，

２人グループで滞留している人の割合は曜日・時間帯

による変化が少ないことがわかった（図-12）．	

写真-3・4・5・6	社会実験の様子 
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図-10 滞留者の性別の割合	

 

図-11 滞留者の年齢層の割合	

 

図-12 滞留者のグループ構成の割合	

 

(2) アクティビティの比較 

	 行為については，携帯と会話の２項目だけで全体の

約80％を占めていることがわかった（図-13）．姿勢に

ついては，実験中は実験前に比べて立っている人の割

合が２割ほど減ったことがわかった（図-14）．	

仮設物を利用している人を観察すると，駅の方向に

体を向けて滞留している人が多かった．これは，メッ

シュフェンスが後方にあることで，滞留者に安心感が

生まれることによるものと考えられる．	

六角ボックスについては，配置の関係で向かい合わ

せで座る人や飲食物を持ち寄って滞留している人が多

かった．また，人工芝が敷かれているため，ボックス

周辺の地面に座って滞留する光景も見られた．	

可動式・固定式ブロックでは，二段のものをテーブ

ル代わりに飲食物や鞄を置き，一段のものに座る人が

多かった．また，六角ボックスが常に高い利用率だっ

たのに対し，可動式・固定式ブロックは先に利用する

人がいないと利用しづらいことがわかった．理由とし

て，用途を認識しにくい形状だったことが考えられる．	

 

図-13 滞留者の行為の割合	

 

図-14 滞留者の姿勢の割合	

 

 アクティビティの分布をメッシュフェンス移設後と

実験中で比較した（図-15）．分析の結果，飲食をする

人のほとんどが仮設物を利用していることがわかった．

また，仮設物を設置したことにより，喫煙以外のほと

んどの行為が南側より北側に集中したことがわかった．	

	 	

	 	

図-15	アクティビティの分布の比較	

	

(3) 結論 

a) 仮説の立証 

 以上の結果を踏まえて，①仮設物を設置したことによ

り普段から壁側や柱付近に滞留していた人が仮設物や

仮設物周辺に滞留すること，②六角ボックスでは座る

だけでなく飲食物を持ち寄りながら滞留すること，及

び配置によっては向かい合って滞留すること，③可動

式ブロックは一段のものに座って二段のものをテーブ

ルに利用すること，という仮説が立証された．	

b) デザインのあり方 

分析の結果，待ち合わせ場所のデザインについて，

①目印となるものの高さは4m前後とすること，②壁や植

栽に背を向けて座れる場所を確保すること，③座面は

横一列に長いのものより，円形や多角形など自由に座

る向きを変えられる形状が良いこと，④設置物は利用

方法を認識しやすい形状にすることが重要と考える．	
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