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現在，国士館大学世田谷キャンパスでは十分な滞留空間が確保されておらず，居場所不足が慢性化している．また，

近年は地域に開かれた大学のあり方が求められているが，大学キャンパスにおける地域に開かれた屋外空間のあり方に

ついては十分な研究がなされていない．本研究では，世田谷キャンパスにおいて滞留空間を創出するのに充分な大きさ

の屋外空間で，学生の主要動線上に位置し，かつ地域の人も自由にアクセスできる3カ所の広場空間を対象に，平常時と
滞留装置を設置する実験時で利用状況の変化を比較・分析し，地域に開かれた屋外空間のあり方について考察した． 
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１．はじめに 
(1) 研究の背景と位置づけ 

国士舘大学世田谷キャンパスには，8,733 人(2020 年 5	

月)の学生が在籍しているが，十分な滞留空間が確保さ	

れておらず，居場所不足が慢性化している．現在，新	

型コロナウイルス感染症の拡大を受け，ソーシャルデ	

ィスタンス確保のために座れる場所を制限しているこ	

とから，以前にも増して居場所不足が深刻化している．	

また，近年では地域に開かれた大学のあり方が求め	ら

れており，学生，教員以外だけでなく，地域住民も	利

用できる場所づくりが課題となっている．アフター	コ

ロナのキャンパスにおいては，学生のための居場所	づ

くりを，地域住民との交流促進に効果的につなげる	こ

とが望ましいと考えられる．	大学キャンパス内の公共

空間に関する既往研究につ	いては，屋外休憩スペース

における利用実態を休憩滞	留者の行動から分析した西

城ら¹のように，学生のアク	ティビティを調査したもの，
又は，外部コモンスペー	スの空間構成を比較した中山

ら²のように，空間構成を	論じたものに大別される．	一
方，学生・教職員だけでなく地域の人も自由に利	用で

きる大学キャンパス内の屋外空間を対象に，社会	実験

における空間構成と利用実態の関係を踏まえなが	ら，

活用方策の検討を行なった研究は見当たらない．	

(2) 研究の目的 

本研究は，①キャンパス内の屋外空間の利用実態を	

把握するとともに，②学生・地域による滞留空間のニ	

ーズを明らかにした上で，③仮設物を用いた居場所づ	

くりの実験による学生・地域住民の行動の変化を観察	

し，④アフターコロナのキャンパスにおける滞留空間	

の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 

本研究は，国士舘大学世田谷キャンパスを対象とす	

る．2021年7月現在，学生厚生課ではキャンパス内の各	

所にイスを設置する取り組みを行っている．そこで，	

2021年6月，キャンパス内の屋外で学生が溜まれる場所	

について，利用状況を調査したところ，新規に設置さ	

れたイスの殆どが利用されていないことが分かった．	

そこで，新たな居場所づくりの検討に向けて，滞留空

間を創出するのに充分な大きさの屋外空間で，学生の

主要動線上に位置し，かつ地域の人も自由にアクセス

できる，①中央図書館前，②MCH前広場，③サッカーコ

ート前広場を，社会実験の対象地として選定した．

	

図-1	実験対象地と利用率の低い新設のベンチ等	

	

(4) 研究の方法 

1章：はじめに		

2章：キャンパス内の居場所調査		

3章：社会実験		

4章：実験前後での比較	

5章：まとめ・考察	

	

２．キャンパス内の居場所調査 
(1) 世田谷キャンパスにおける滞留場所の現状把握 

社会実験の実施場所を検討するとともに，キャンパ

ス内の滞留場所の現状を把握するため，世田谷キャン
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パス内のベンチや滞留できるスペースがある場所を 26

箇所選定し（表-1・図-1），2021年 6月時点での利用状

況について目視調査を行った．		

表-1 目視調査の実施場所	

	

目視調査の結果から，全体的に利用率は屋外<半屋外<

屋内の順に高いこと，利用率が高い場所は人が歩く動

線上に位置することが分かった．	

	

(2) 実験対象地の現状把握 

社会実験のビフォー・アフターを比較できるように，	

対象地における滞留行動の実態調査を行った．①中央	

図書館前，②MCH前広場，③サッカーコート前広場の3箇

所において，それぞれ全体を見渡せるように各2箇所ず

つ，計6箇所(図-2の赤矢印)に定点カメラを設置して動

画撮影を行うとともに，各広場を巡回しながらの写真

撮影を行った．調査日時は，10月2(土)～10月8日(金)の

間で毎日，休み時間と空きコマ時の利用実態を把握す

るため，各休み時間に前後20分間を加えた，10:10～

11:05・11:50～13:15・14:05～15:00・15:50～16:45・

17:35～18:30に設定した．	

＜実態調査の結果＞ 

	 本項では，後述する社会実験を実施した曜日と合わ

せて，平日と日曜日それぞれ1日ずつデータを集計した．	

■	中央図書館前	

• 平日・休日ともに地域住民の利用が少ない.	

• 学生以外に，資格試験や打ち合わせなど，学校に用事が

あって，そのついでに滞在している人が多かった．	

■	MCH前広場	

• 休日は滞留者が殆どおらず，滞留者14人中10人が部活動

での利用だった.	

• 滞留者に占める国士舘大学生の割合が92％と1番高く，平

日は地域住民の滞留者が全くいなかった．	

• 一人の滞留者は，壁に寄りかかっている人が多かった.	

■	サッカーコート前広場	

• 滞留者の合計は89人と，3箇所の中で最も多かった．	

• 滞留者に占める地域住民の割合が71％と最も多かった．	

• 滞留者の平均滞在時間が最も長かった．	

■	三箇所の共通点	

• 滞留者の行為は，会話とスマホが多かった．	

	 以上の調査結果から，普段何も置いてない場所に滞

留装置を設置することで，普段立って滞留する人や通

過する人が溜まり，滞留者の属性や行為が変化すると

の仮説を立てた．	

	 	

	 	

写真-1 対象地の利用状況	

	

図-2 ビデオカメラの設置場所	

 
３．社会実験  
(1) 社会実験の実施 

2021年11月13日(土)～11月28日(日)の間で，3箇所

の対象地において平日と休日最低1回ずつ実験を行った．	

使用した滞留装置は，人工芝6枚，六角ボックス8個，

可動式ブロック 8 台，ミニチェア 12 脚である．装置の

配置によって使われ方が変化すると想定し，①ミニチ

ェアを六角ボックスの周りに配置するパターンと，②1

段の可動式ブロックの周りにミニチェアを配置するパ

ターン，2パターンの実験を行った（写真-2）．	

③ サッカーコート前広場 

① 中央図書館前 

② MCH前広場 

平常時・実験時 

実験時のみ 

実験場所 
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写真-2 パターン①(左)とパターン②(右)の配置	

撮影用の定点カメラは，現状調査の設置箇所に加え

て，実験箇所の全体が映る場所(図-2の青矢印)にも設置

し，合計3台でビデオ撮影を行った．	

	

(2) 社会実験の結果 

	 実験前の実態調査と同様，各対象地での実験につい

て，平日と日曜日それぞれ1日ずつ，滞留者の人数や属

性，行為に関するデータを集計した．	

■	中央図書館前	

• 滞留者の属性では，地域住民が最も多かった．	

• 行為では，スマホと会話の組み合わせが最も多かった．	

■	MCH前広場	

• 滞留者の合計は150人と，3箇所で最も多かった．	

• 滞留者の属性では，地域住民が最も多かった．	

• 行為では，飲食・会話の組み合わせと，会話・子供を遊

ばせるの組み合わせが最も多かった．	

■	サッカーコート前広場	

• 滞留者の属性では，地域住民が最も多かった．	

• 行為では，会話が最も多かった．	

■	3箇所の共通点	

• 施設利用では，六角ボックスとミニチェアを組み合わせ

る形が最も多かった．	

• パターン①（六角ボックスの周りにミニチェアを配置）

の日は，六角ボックスをテーブルとして利用しながら，

ミニチェアに座って滞留する人が多かった．	

• パターン②（1 段の可動式ブロックの周りにミニチェア

を配置）の日は，可動式ブロックをテーブルとして利用

しながら，ミニチェアに座って滞留する人が多かった．	

(3) アンケート調査 

社会実験の実験場所で滞留している人を対象に，ア

ンケート調査を実施し，77 件の回答を得た．アンケー

ト内容については，実験中の広場の居心地・使い心地

とその理由，改善点，設置して欲しい装置などについ

て質問した．居心地・使い心地については5段階で評価

を行ってもらい，いずれも高い評価となった（図-3）．	

	

図-3 居心地・使い心地の満足度	

「居心地」の評価の理由として多く挙げられたのは，

立ち入りやすく，気軽に利用でき，休むのに丁度良い

などの利用しやすさやに関する意見や，イチョウの木，

人工芝，雰囲気，滞留装置のデザインなどの外観の良

さに関する意見が多かった．	

「使い心地」の評価の理由として多く挙げられたの

は，六角ボックスの高さや，座った時に向かい合わな

いなどの使いやすさに関する意見や，ミニチェアは子

供が座りやすく子連れで利用できるなどの子供に関す

る意見が多かった．	

「改善点」については，可動式ブロックの使い方が

分からない，人通りが気になる(MCH 前)，ミニチェアが

小さいため大人も座って良いものか分からなかった，

などの意見が目立った．	

 
４．実験前後での比較 
動画撮影日と場所ごとに比較を行った．調査時の条

件は表-2の通りである．		

表-2 調査時の条件	

 
 

(1) 滞留者の属性の比較 

	 性別については，平日はいずれも男性の割合が多か

った（図-4）．年齢層については，中央図書館前では平

常時は0年代の滞留者が居なかったものの，実験時は0年

代の滞留が見られた（図-5）．MCH前広場では，平常時

平常時

場所

日付 10月6日(水) 10月3日(日) 10月7日(木) 10月3日(日) 10月4日(月) 10月3日(日)

天気 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ

気温 19.5℃、28.5℃ 17.9℃、27.7℃ 18.2℃、24.1℃ 17.9℃、27.7℃ 18.6℃、29.7℃ 17.9℃、27.7℃
滞留者 39人 28人 23人 14人 59人 30人

実験中

場所

日付 ①11月17日(水) ②11月28日(日) ②11月18日(木) ①11月14日(日) ①11月15日(月) ②11月21日(日)

天気 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り雨

気温 9.8℃、17.6℃ 3.8℃、14.4℃ 9.6℃、17.4℃ 8.9℃、19.6℃ 9.5℃、20.4℃ 11.9℃、16.6℃
滞留者 58人 39人 64人 86人 23人 2人
配置 パターン① パターン② パターン② パターン① パターン① パターン②

図書館 M C H サッカーコート

図書館 M C H サッカーコート

①図書館前	 ①図書館前	

②MCH前	 ②MCH前	

③サッカーC前	 ③サッカーC前	
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の滞留者の殆ど20代であったが，実験時は他の年代の滞

留者が見られた．サッカーコート前広場では，平常時

と比べ実験時は年齢のばらつきが少なかった．グルー

プ人数については，全体的に平常時に比べると，実験

時は複数人での利用が増えた(図-6)．所属については，

中央図書館前及びMCH前広場では，平常時に比べ実験時

において地域住民の利用や週末の学校に用事のある人

の利用が増えた(図-7)．	

 
図-4 滞留者の性別の割合	

 
図-5 滞留者の年齢の割合	

 
図-6 滞留者のグループの割合	

 

図-7 滞留者の属性の割合	

 

(2) 滞留者のアクティビティの比較 

平常時の利用施設について，中央図書館前では常設

しているベンチを利用する人が，MCH 前広場では立って

いる人が，サッカーコート前広場では花壇に座ってい

る人が多かった（図-8）．実験時の利用施設については，

滞留装置を設置したことにより，全体的に六角ボック

スとミニチェアを中心に装置の利用が見られた．	

滞留時間については，中央図書館前と MCH前広場では，

平常時と比べ実験時の滞留時間が増えたことが分かっ

た（図-9）.利用方法については，全体的に会話が多か

った．また，平常時は MCH前広場で飲食をしている人を

見かけなかったが，実験時には飲食をしている人が多

くいたことが分かった（図-10）.	

	

図-8 滞留者の利用施設の割合	

	

図-9 滞留者の滞在時間の割合	

	

図-10 滞留者の行為の割合	

	

５．まとめ・考察 
中央図書館前では，平常時に比べ実験時は，滞留者

数や地域住民による滞留の増加など変化はあったが，

行為の内容には大きな変化はなかった．	

MCH前広場では，平常時に比べ実験時は，様々な年齢

の人が滞留することで，滞留者数の増加，地域住民に

よる滞留の増加，滞留時間の増加，行為の種類の増加

など，3箇所で一番大きな変化があった．	

サッカーコート前広場では，平常時と比べ実験時は2

日間とも滞留者が減少した．元々座って滞留するスペ

ースが他の箇所よりも多かったことと，悪天候の影響

を受けてこのような結果になっとものと考察した．		

以上を踏まえて，滞留装置の設置により，普段立っ

て滞留する人や通過する人が溜まり，滞留者の属性や

行為が変化するという仮説が立証された．MCH前広場の

ような座る場所がない空間や，中央図書館前のような

景観の良い空間では，滞留装置の導入により地域に開

かれた屋外空間を創出できることが明らかになった．	
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