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着座装置の設置に伴う来街者の滞留行動の変化に関する研究 
 

18-3A127 磯﨑  仁 

指導教員：西村 亮彦 

 
近年，全国各地で歩行者中心のウォーカブルなまちづくりが進められる中，歩行者の利便を増進するまちなかのベン

チやパークレット等の着座装置について，効果的かつ円滑な導入手法の確立が求められている．本研究は，渋谷公園通

商店街エリアをフィールドに，来街者による滞留行動の現状を把握するとともに，滞留空間のニーズを明らかにした上

で，着座装置設置の社会実験を通じて，着座装置が来街者の滞留行動や滞在時間等に与える影響を明らかにするもので

ある．調査・分析の結果，曜日やエリアに応じた滞留者の属性や滞留行動の変化を明らかにするとともに，ベンチやイ

ス・テーブルの設置に対する来街者や店舗のニーズ，及び着座装置の導入による沿道店舗の集客効果を確認した．以上

の結果を踏まえて，滞留空間創出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 
2000 年代に入り，世界各国で歩行者中心のウォーカ

ブルなまちづくりが進んでいる．2008 年に始まるニュ

ーヨークでのブロードウェイの歩行者空間化は，ウォ

ーカブルなまちづくりの時代の到来を象徴する出来事

と言える．こうした動きに遅れをとりながら，日本で

も 2020 年から国土交通省都市局を中心に，ガイドライ

ンの策定や各種事業制度の整備が進められてきた．	

ウォーカブルなまちづくりを構成する主な取り組み

の一つとして，ベンチやパークレット等の着座装置の

設置が挙げられる．日本でも各地でベンチプロジェク

トやパークレット設置の試みが展開する一方，基準類

や交通管理の制約もあり，効果的かつ円滑な着座装置

の導入に向けた技術的事項の検討が求められている．	

まちなかの着座装置に関連する既往研究としては，

路上のベンチの向きと利用者の着座中の行為の関係を

分析した小林ら 1）や，駅前空間における利用者の着座

前後の行動を分析した山口ら 2)など，着座中の動作や前

後の行動に関するものが散見される．一方，着座装置

の設置が来街者の行動に与える影響を，滞留行動だけ

でなく消費行動も含めた来街者の行動と空間的な設え

の関係の中から読み解いた研究は見られない．	

	

(2) 研究の目的 
本研究では，①渋谷公園通商店街エリアにおける来

街者の行動の現状（歩行者の通行量・滞在時間・滞留

行動等）を把握するとともに，②エリアにおける滞留

空間のニーズを明らかにした上で，③着座装置設置の

社会実験を通じた来街者の滞留・回遊行動の変化を前

後で比較し，④着座装置が来街者の滞留行動や滞在時

間等に与える影響を明らかにすることを目的とする．	

(3) 研究の対象 

本研究では，渋谷駅と渋谷区役所を結ぶ公園通りを

軸とした渋谷公園通商店街エリアを対象とする（図-1）．

対象地は，大型百貨店やセレクトショップが立地する

商業エリアであるが，駅周辺の再開発等による人の流

れの変化を受けて，地元商店街を中心に着座装置（写

真-1・2）の充実をはじめとする歩行空間・滞留空間の

改善を検討中である．	

 

図-1 調査対象となる公園通商店街エリア 

	  

写真-1・2 対象地における着座装置の例 

 

(4) 研究の方法 

1章：はじめに	

2章：滞留行動のビデオ撮影・目視調査	

3章：アンケート調査	

4 章：社会実験（着座装置設置の社会実験を検討・実施，

アクティビティ調査を実施）	

5章：まとめと考察	
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２．滞留行動のビデオ撮影・目視調査 
渋谷公園通商店街エリアにおける滞留行動の分布や

特徴を把握するため，自転車と徒歩による動画撮影と

目視調査を行った．できる限り一筆書きでまわれるよ

うに調査ルートを設定した上で，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，GoProを着用し

た状態で動画撮影を行なった．曜日・時間帯による違

いを見るため，平日（2021年9月10・21日）と土日祝日

（同12・25日），４つの時間帯（12:00～13:00,	15:00～

16:00,	18:00～19:00,	21:00～22:00）に調査を実施した．	 	

	 撮影した動画から滞留者を抽出し，滞留者の属性や

行為・姿勢等に関するデータ（表-2）をエクセルで整理

するとともに，ArcGISを用いて平面図上に滞留位置をプ

ロットした（図-2）．	

表-2	 入力内容	

	

	

	

 

図-2	 滞留位置のプロット例（9月10日）	

	 調査で確認された滞留者の合計人数は，平日602人，

休日695人と，平日と休日の間で大幅な人数の差はなく，

多数の滞留者が見られた．平日は公園や広場，大通り

に滞留者が多く見られ，休日は商業施設の周りや少し

細い通りに滞留者が多く見られた．前者は，渋谷に職

場がある従業者の休憩や，来街者によるティータイム

の喫茶利用，後者は渋谷を訪れた人たちの待ち合わせ

や買い物をした店舗周辺における一時的な滞留による

ものであった．	

	

３．アンケート調査 

渋谷公園通商店街エリアにおける滞留空間のニーズを

把握するため，来街者とエリア内の路面店を対象とした

アンケート調査を実施した．	

(1) 来街者アンケート 

来街者を対象としたアンケートの質問項目は，人数，

年齢，居住地，最寄り駅，同伴者，来訪頻度，来訪目的，

滞在時間，交通手段，訪問

場所，消費金額，魅力的な

場所，滞留空間の満足度，

当日の歩行経路で構成した．

調査結果の分析にあたり，

地域特性に基づくエリアを

４つ設定し，エリア間での

比較分析等を行った．	

図-3 来街者を対象としたアンケート調査のエリア分け	

 

図-4 エリア別の休憩施設・滞留空間の満足度 

	

図-5 エリア別にみた渋谷への来訪目的 
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図-6 年齢別にみた滞在時間 

 

図-7 年齢別にみた消費金額 

 

図-8 男女別にみた滞在時間×消費金額（10万円以上を除く）	

調査の結果，237件の回答を得た．	

調査対象地における休憩施設・滞留空間の満足度につ

いては，いずれのエリアにおいても不足しているとの回

答が多かった（図-4）．エリア4においては，北谷公園

や代々木公園が近いためか，充実しているとの回答が比

較的多く見られた．	

渋谷の来訪目的については，アパレルショップが立ち

並ぶエリア1・2では買い物が多いのに対し，落ち着いた

雰囲気のエリア3・4では飲食や散歩が比較的多く見られ

た（図-5）．また，エリア4には渋谷区役所やLINE	CUBE

が立地することから，通勤・通学やイベントも多かった．	

年齢別の滞在時間については，10代・20代は4時間か

ら5時間多のに対し，30代は1時間から2時間が1番多かっ

た．40代以上に関しては，1時間から5時間までが均等に

見られた．	

消費金額に着目すると，10代・20代は5,000円以下が

多いのに対し，30代は5,000円以上が半数を占めていた

（図-7）．40代以上は他の世代に比べ，1,000円以下が

比較的多い結果となった．男性は1万円以上が多いのに

対し，女性は2万円以下が多く見られた（図-8）．なお，

滞在時間と消費金額の間に明確な相関は見られなかった．	

	

(2) 店舗アンケート 

エリア内の路面店を対象としたアンケートの質問項目

は，店舗名，滞留空間の満足度，店先の道路空間に欲し

い休憩装置，その装置をどこまで維持管理できるか，そ

の装置をどこまで費用負担できるか，公共空間の活用に

興味があるか，活用してみたい公共空間，活用頻度，活

用方法・目的，具体的な活用のアイデア，課題と思われ

る事項，エリアマネジメント活動に興味があるか，今後

のまちづくりに期待することで構成した．	

	

図-9	 店先の道路空間に欲しいと思う装置	

	

図-10	 休憩装置の維持管理について	

図-11	 公共空間の活用に対する興味について	

	

図-12	 想定される活用の方法・目的	

	 調査の結果，37件の回答を得た（回答率：39%）．	

	 店先の道路空間に欲しい装置については，wifiが最も

多く，固定式のベンチ・植栽がこれに次ぐ結果となっ

た（図-9）．また，人工芝，可動式のイス・テーブルな
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どの答えも散見された．これらの装置の維持管理につ

いては，基本的に何もできないと回答した店舗が多か

ったが，清掃や見回り・監視については協力的な回答

も一定数見られた（図-10）．	

	 公共空間の活用については，どちらとも言えない/興

味がないと答えた店舗が75％と多かったが，興味がある

と答えた店舗も25％存在した（図-11）．活用方法につ

いては，休憩場所の提供が最も多く，路上販売/宣伝・

ブランディングがこれに次ぐ結果となった（図-12）．	

	 以上(1)・(2)より，エリアに応じた休憩施設・滞留空

間のニーズが明らかになるとともに，沿道店舗による

休憩施設の管理や公共空間活用の可能性が判明した．	

	

４．社会実験 

着座装置設置の社会実験について，公園通商店街振

興組合と調整を行った結果，①公園通りの植栽マスの

一画，②道路占用のコロナ特例を受けた３箇所（東武

ホテル前，Excelsior	Cafe前，Café	Marly前）を活用して，

社会実験を実施することとなった（写真-3〜6）．①に

ついては植栽を備えた常設のウッドデッキ，②につい

ては2021年12月9日より6日間，仮設のイス・テーブル，

ベンチを設置することで合意を得た．	

	 	

写真-3		ウッドデッキ完成後		写真-4		Excelsior	Cafe前	

	 	

写真-5 	東武ホテル前	 							写真-6 	Café	Marley前	

  

図-13	 装置別の利用者数	 			図-14	 沿道カフェ利用の有無	

	

	 ①のウッドデッキについては，休憩目的で利用する

歩行者の姿が日常的に観察された．②の社会実験では，

ビデオ撮影による利用者のアクティビティ調査を実施

した（図-13・14）．	

	 装置別の利用者数については，6 日間の合計で，イ

ス・テーブルが 122 人，ベンチが 268 人となった（図-

13）．坂道という地形条件もあって，より安定したベン

チの利用が多く見られた．着座装置利用者による沿道

のカフェ利用については，唯一 Excelsior	Cafe 前で

25％という高い利用率を示した（図-14）．これは，カ

フェ利用のパターンとしては，カフェで買ったものを

テラス席で飲食，テラス席を利用した人がカフェへ入

店，カフェを退店した人がテラス席を利用の３通りが

観察された．	

	 また，利用者に対するインタビューを実施し，着座

装置について以下のような意見を得ることができた．	

＜主な利用者の声＞ 

・	仕事の休憩時間をつぶす場所が近くになかったので，こう

いう空間があると嬉しい	

・	遠くまで歩いていく用事があったので，ちょっとした休憩

場所として使いやすく，ありがたい	

・	職場が渋谷にあるのでまちなかをよく歩き回るが，休める

場所が無いからこういった場所があると良い	

・	椅子が不安定だから使いにくい	

	

５．まとめと考察 
(1) 滞留時間と消費金額の関係性 

� 滞留時間が長いからと言って，消費金額が必ずしも
増えるという訳ではない．	

� 消費金額は渋谷に来訪した時点で概ね決まっている．	
(2) 休憩施設・滞留空間の需要 

� 滞留行動のあり方はエリアや世代によって変化する．	
� 来街者は概ね，休憩施設・滞留空間が不足している
と感じている．	

� 一部の沿道店舗は，休憩施設の設置・維持管理や公
共空間の利活用に興味を示している．	

(3) 店先の滞留空間と店舗利用 

� 条件が揃えば，本研究における Excelsior	Cafe のよ
うに休憩施設と沿道店舗の間に相互利用が生まれる．	

(4) 滞留空間創出の考え方 

� 店先の滞留空間と沿道店舗の間で相互利用が見込ま
れる立地条件の場所において，沿道店舗による維持

管理も取り入れながら，通行人の属性や周辺エリア

の特性に応じたデザインの着座装置を設置すること

が，今後望まれる．	
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