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三軒茶屋駅周辺における歩行者の回遊行動とその促進方策に 

関する研究 
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指導教員：西村亮彦  

 
都市は，様々な人々が行き交い，交流し，くつろぎ，楽しく時を過ごす場所であり，道路空間・沿道環境・人々の回

遊行動は，「都市の景」となり，都市のイメージに大きな影響を与えている．三軒茶屋では，「三軒茶屋駅周辺まちづ

くり基本方針」を策定し，その中で「公共的な空間や動線の不足」をまちづくり上の大きな課題として挙げている．本

研究は，目視調査とアンケート調査から三軒茶屋駅周辺における歩行者の回遊行動を分析し，回遊行動の促進方策を検

討したものである．調査・分析の結果，曜日・時間帯や沿道環境に応じた歩行者の属性や回遊行動の変化を明らかにす

るとともに，回遊性向上の方策検討に資する知見と具体的な方策案を提示することができた． 
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１．はじめに 
(1) 研究の背景と位置づけ 

三軒茶屋は，東京・世田谷区の東の玄関口にあたる

地域である．1981年に策定された「三軒茶屋地区市街地

再開発基本構想」では，駅周辺を5つの工区に分ける形

で，再開発が計画された．2019年3月には，「三角地帯」

と呼ばれる第4工区の都市計画決定に向けて「三軒茶屋

駅周辺まちづくり基本方針」が策定された．この基本

方針では，三軒茶屋の都市基盤について，「老朽建築

物の存在」，「商業地域と住居地域の調和が難しい」

に加えて，「公共的な空間や動線の不足」がまちづく

り上の大きな課題として挙げられている．	

三軒茶屋駅は，田園都市線だけで1日 13万 9000人が

利用するにも関わらず，周辺には駅前ロータリーもな

く，歩行者の通行や滞留のための十分な空間もない．

また，駅周辺を南北に分断する玉川通りと世田谷通り

が歩行者の回遊を阻害していることから，回遊性の向

上が課題となっている．	

歩行者の回遊行動に関する既往研究は少なくない．

例えば，都心商業地域における回遊経路や回遊行動に

対する影響要因を整理した寺山ら 1)の研究をはじめ，回

遊行動の傾向把握やモデル化を目的とした研究は数多

くみられるが，回遊性向上の施策検討について論じた

研究は少ない．本研究では，三軒茶屋駅周辺を対象に，

歩行環境と回遊行動の現状分析を踏まえた上で，効果

的な回遊性向上の施策を検討するものである．	

	

(2) 研究の目的 

本研究では，①三軒茶屋駅から半径300mの歩行環境を

把握するとともに，②歩行者の回遊行動を把握するこ

とで，③回遊性向上のための課題を明らかにし，④回

遊行動の促進に効果的な施策を明らかにすることを目

的としている．		

	

(3) 研究の対象 

本研究では，三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針に

おいて「crossingゾーン」として規定された，三軒茶屋

駅を中心とする半径300mの範囲を対象とする．	

	

図-1	 調査対象となるエリア	

	

(4) 研究の方法 

１章：はじめに	

２章：歩行環境調査（沿道の土地利用などを把握）	

３章：目視調査（歩行者の回遊行動の現状を把握）	

４章：アンケート調査（来街者に属性・居住地・目

的・移動経路などを質問）	

５章：まとめ・提案	

	

２．歩行環境調査 
(1) 調査内容 

東急田園都市線・三軒茶屋駅から半径300m以内におけ

る沿道の土地利用に関する調査を行なった．調査の方

法としては，Googleストリートビューで収集した情報を，
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現地踏査を踏まえて更新した．沿道の土地利用につい

ては，建物の名称，階数，１階部分の利用形態，開口

部のタイプ，店先の設置物，ファサード設置物，店内

の見える度の7項目をデータとして収集・整理した．	

	

(2) 調査結果 

 茶沢通り・栄通りなどの商店街，三角地帯などの飲

屋街には店舗が密集しているが，一本奧の通りに入る

と住宅街が広がっている．三角地帯は1・2階建ての建物，

世田谷通り・玉川通りは5階以上の建物が多いことがわ

かった．今回調査した建物の1階部分684件の内，約3割

にあたる213件が飲食店であった．	

	 外観については，飲食店は人が入りやすいよう，内

部の見通しが概ね良い一方，不動産屋や美容室など客

が人目を気にする業種では，見通しが悪い傾向にあっ

た．飲食店であっても，ラーメン屋など一部のジャン

ルでは，看板やメニューなど建物に対するファサード

設置物の割合が大きく，見通しを阻害していた．	

 

３.目視調査 

(1) 調査内容 

三軒茶屋駅周辺における歩行者の分布を把握するた

め，自転車と徒歩による目視調査を行なった．	

2020年9月21・22日に実施したプレ調査の結果を踏ま

え，歩行者の多い３つの時間帯（①12:00〜13:00，

②15:00〜16:00，③18:00〜19:00）に調査を行うことと

した．調査ルートは，できる限り一筆書きで回れるよ

うに設定し，自転車・徒歩ともに一定の速度で動くよ

うに注意しながら調査した．曜日による違いを見るた

め，表-1のスケジュールで調査を実施した．		

表-1	 目視調査のスケジュール		

No 日にち	 天気	

1	 平日	 2020年9月28日（月）	 晴れ	

2	 平日	 2020年9月30日（水）	 晴れ	

3	 平日	 2020年10月2日（金）	 晴れ	

4	 土日祝	 2020年10月3日（土）	 晴れ	

5	 土日祝	 2020年10月4日（日）	 曇り	

 

図-2	 目視調査のルート	

(2) 調査結果 

目視調査で撮影した動画を元に，歩行者の位置を属

性データとともにGIS上にプロットした図面を作成した．

曜日・時間帯による歩行者分布の変化を分析するため，

2020年9月28日（月）と2020年10月3日（土）の平日・休

日１日ずつ，３つの時間帯（①12:00〜13:00，②15:00〜

16:00，③18:00〜19:00）別で図面を作成し，比較分析を

行なった（図-3〜8）．		

 

図-3 2020年9月28日（月）12時〜13時	

 

図-4 2020年9月28日（月）15時〜16時 

 

図-5 2020年9月28日（月）18時〜19時 
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図-6 2020年10月3日（土）12時〜13時 

 

図-7 2020年10月3日（土）15時〜16時 

 

図-8 2020年10月3日（土）18時〜19時	

	 平日・休日を問わず，世田谷線出口前の交差点，及

び栄通りでは，いずれの時間帯も歩行者が集中してい

た．前者は，世田谷線利用者と明王通りの歩行者の合

流によるものと考えられる．後者は，車通りがほとん

どなく歩きやすいことに加え，洒落たお店と地元向け

のお店が混在し，住宅地と駅をつなぐ主要道線となっ

ていることが要因と考えられる．	

	 平日は，12時台に仲見世通り・明王通りで，15時台に

昭和女子大学から駅南口にかけて，歩行者の集中が見

られた．前者は，沿道に多数並ぶ飲食店でランチを食

べに来た人たち，後者は，昭和女子大学附属生の下校

によるものであった．休日は，終日の仲見世通りや15時

台の三番街・ゆうらく通りなど，飲み客や街ブラに来

た人たちによる歩行者の集中が見られた．	

 

４．アンケート調査 

(1) 調査内容 

歩行者の詳細な回遊行動を把握するため，2020年10月

16日〜11月22日の間，茶沢通り一帯，三角地帯，栄通り

一帯の３つのエリアでアンケート調査を行なった．質

問項目は，人数，性別，年齢，居住地，同伴者，来訪

頻度，来訪目的，滞在時間，交通手段，発着地点，訪

問先，魅力的と思う場所，当日の歩行経路で構成した．	

	 

(2) 調査結果 

	 調査の結果，230件の回答（男性102人・女性128人，

平日111件・休日119件）を得た． 

 

図-9 曜日別にみた回答者の年齢層 

	

図-10 世代別にみた三軒茶屋の来訪頻度	

	

図-11 世代別にみた回答者の同伴者	

休日① 12時〜13時 

計1510人 

休日③ 18時〜19時 

計1386人 

 

休日② 15時〜16時 

計1389人 

三番街 

ゆうらく通り 
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図-9より，平日は60・70代，休日は20代が比較的多い

ことが分かる．また，図-10・11より，年齢が上がる連

れて，来訪頻度，及び一人で訪れる人の割合が増加す

ることが分かる．	

	

図-12 曜日・時間帯別にみた来訪目的 

図-12より，平日・休日を問わず，いずれの時間帯も

飲食・買い物が多く，特に18時台は飲食が多い．休日は

平日に比べて15時台も飲食が多く，昼過ぎのカフェ利用

者が多いことが伺える．平日は休日に比べて，通勤・

通学，仕事，銀行・郵便局など，より多様な来訪目的

が見られた．	

 

図-13 曜日別にみた滞在時間 

図-13より，平日は1時間未満の短時間，休日は2時間

以上の長時間の滞在が比較的多いことが分かった．	

 

図-14 曜日別でみた交通手段 

図-14より，平日はバス・自転車で，休日は徒歩・電

車で訪れる人が比較的多いことが分かった．	

 

図-15 曜日・時間帯別にみた来訪者の居住地 

図-15より，いずれの曜日・時間帯も世田谷区が7-8割

を占めているが，平日夜は飲み客，休日昼・午後はラ

ンチ・カフェ利用者で，区外が僅かに多くなっている．	

	

５．まとめ・提案 

	 調査・分析の結果、以下のことが明らかになった．	

• 駅出口周辺，通学路，三角地帯・すずらん通りなどの飲み
屋街，商店街，飲食店が多い駅裏において人通りが多い．	

• 栄通り商店街は，車通りが僅かで歩きやすいことに加え，
洒落たお店と地元向けのお店が混在し，住宅地と駅をつな

ぐ主要道線となっていることから，常に人通りが多い．	

• 裏路地にも店舗が点在しているが，人通りは少ない．	
• 歩行者の大半は，飲食・買い物目的の世田谷区民である．	
• 平日夜は飲み客，休日は昼過ぎのカフェ利用者が多い．	

目視調査の結果，栄通り南の三叉路が主要な交通結

節点となっている一方，枝道の歩行者通行量が少ない

ことから，三叉路の歩行環境改善と枝道も含めた面的

な回遊性の向上を図る次の実験を検討した（図-16）．	

	

図-16	 検討中の社会実験（案）	

• 枝道沿いに点在する店舗がお店の宣伝や商品販売をできる
ブース，及び飲食や休憩をできるファニチャー類の設置	

• 路面装飾を用いたシェアドスペース化による車両の速度抑
制，及び歩行環境・自転車走行環境の改善	

参考文献 

1) 岡田瑞記，小谷通泰，寺山一輝：都心商業地域における来

街者の回遊行動に与える影響要因の分析，日本都市計画学

会関西支部研究発表会講演概要集，14(0)	，85-88，2016．	

2) 寺山一輝，小谷通泰：歩行者の回遊行動における事前活動

計画からの変更挙動特性に関する分析，公益社団法人日本

都市計画学会，都市計画論文集，Vol54，No.3，2019．	


