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駅利用者の回遊行動から見た立体的な駅前空間の利用実態に関する研究 

－なんば駅前空間を事例に－ 

A Study about the User Activity of the multi-level Frontal Areas of Station in Around Behavior of 

the Station User 

-A Case Study on the Namba Frontal Areas of Station-
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In recent years, many cities have begun to reevaluate the places where people live in the city center and in front of 

stations. In front of Namba Station, there is a multi-leveled structure that integrates the underground and aboveground 

areas, and the circulation in Namba is formed in a multi-level manner. The purpose of this study is to clarify the 

actual use of the space in front of a multi-level terminal station through a survey of ticket gate traffic and a follow-up 

survey. As a result, Many of the elderly are relatively likely to be near the ticket gates, while the young and 

middle-aged are likely to go to places a little further away from the ticket gates, such as entertainment, restaurants, 

and retail stores. Therefore, the circulation in Namba is dominated by the young and middle-aged. It also became 

clear that one of the characteristics of Namba, which is a multi-level city, is that commercial facilities such as Marui 

and Takashimaya are used as one way to go from the underground to the surface. 

Keywords: Station User, Pedestrian Behavior, the Frontal Areas of Station, multi-level 

駅利用者、回遊行動、駅前空間、立体的 

1.はじめに  

1—1.研究の背景と目的 

近年、そのまちの玄関であり顔となる駅前空間において、利便

性や機能性に加えて、魅力や賑わい、憩いやくつろぎ、豊かさや

楽しさなどを創出することは重要となってきでおり 1）、多くの都

市で中心市街地や駅前空間における人々の居場所が再評価され

てきている。また、都心部では自動車中心の空間から人間中心の

空間へと歩行者空間拡大のための整備が行われてきている。大阪

市なんば駅周辺においても、御堂筋の道路空間再編事業やなんば

駅前広場整備事業などが展開されており、地元商店街やエリアマ

ネジメント団体でも、回遊性を高め、快適で歩きたくなるエリア

にし、地域消費や多様な活動を楽しめるようにする議論が進めら

れている 2)。また、なんば駅前は地下と地上が一体となった立体

的な構造になっている。そのため、多様なルート選択が可能とな

っており、様々な回遊が形成される。 

そこで本研究では、立体的なターミナル駅の駅前空間における

回遊性に着目し、その一事例としてなんば駅前空間を対象に、改

札通行量調査と追跡調査の２つの利用実態調査からその傾向と

特性の調査・分析を行い、立体的なターミナル駅の駅前空間の利

用実態を明らかにすることが目的である。 

1—2.研究の位置づけ 

 歩行者の行動を調査した研究には、木村ら 3）の大阪市道頓堀・

戎橋筋周辺街路において来街者を対象に歩行者の属性を細かく

区別し、歩行者の行動を分析したものや、齋藤ら 4）のいわき市

の平中心市街地内の通りにおいて歩行者移動に関する調査から

地方都市の中心市街地の利用実態を明らかにしたものなどが挙

げられる。地上の街路内において歩行者行動を分析したものが多

い。 

また、吉川ら 5）の大阪府大阪市尾崎駅前において駅利用者を

対象に歩行者行動を分析したものや、松尾ら 6）の大阪メトロ御

堂筋線梅田駅において駅地下空間利用者を対象に駅空間の空間

構造を把握した研究などがあげられる。これらの研究は、駅利用

者に対して地上または地下において歩行者行動を分析したもの

である。 

 本研究は、都心部の駅利用者に対して、地下と地上の両方から

歩行者行動を分析する点に特徴がある。 

1-3.研究の方法と流れ 

本研究では、改札通行量調査から駅利用者の属性の分布を把握、

追跡調査から駅利用者の歩行者行動特性を把握し、立体的な構造

を持つまちの駅前空間の利用実態を明らかにする。 

2. 対象地概要 

2-1.研究対象地 

中心市街地の立体的な駅前空間の一事例としてなんば駅前空

間を対象地に選定した。大阪市難波地区は大阪の南の玄関口とし

て関西国際空港に直結する鉄道駅・南海なんば駅があり、他にも、

大阪メトロ千日前線、四つ橋線、御堂筋線やJR線、近鉄線、阪

神線が乗り入れている。地区には、戎橋筋商店街・なんば南海通

り商店街・なんさん通り商店街・ＮＡＭＢＡなんなん（地下街）

といった商店街が駅前を介して歩行者回遊ネットワークを形成

し、道頓堀や道具屋筋、ウラなんば、をはじめとした商業エリア

へとつながっている。南海なんば駅周辺には、丸井、高島屋をは

じめとした商業施設も立地している。 

今回の研究では、南側の結節点かつ立体的な移動が見られるで

あろう南側の改札を取り上げた。 
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写真1南海なんば駅前(2020年11月5日撮影) 

写真2南海なんば3F北改札(左)と大阪メトロ御堂筋線南南改札

(右)(2020年11月5日撮影) 

 

図 1なんば周辺地図 

2-2.なんば駅前空間の整備の現状 

 御堂筋は大阪市の中心部を南北に貫くメインストリートとし

て整備され、2017年に建設から80年を迎えるところですが、建

設当時とは社会情勢が大きく変化し、人々の行動形態や周辺のま

ちの状況も大きく変わっており、そうした社会の変化や時代の要

請に対応した新たな御堂筋へと再編するべく、検討が進められた。

そのような中、2013年には側道を閉鎖し安全で快適な歩行者空

間を創出するための社会実験が実施された。その上で、側道部分

を活用した「御堂筋の道路空間再編」に向けて、千日前通以南（難

波交差点から難波西口交差点までの間）の東側街区において、

2016年11月10日から拡張された歩道及び自転車通行空間の通

行が可能となった 7)。 

2-3.なんば駅前空間社会実験について 

現在の南海

なんば駅前

(写真2)は、大

部分がタク

シープール

であり、入庫

待ちの車が

周辺道路に

滞留、待ち合

わせや休憩

利用など十分な歩行者空間が確保されていない。観光客の増加な

どに伴う歩行者通行量の増加により、周辺道路の歩道においては

歩行サービス水準が低い状態となっている。それに伴い2016年

11月11日～13日の三日間にわたってなんば駅周辺道路空間再編

社会実験が行われた。内容は、タクシープールの移設による広場

化から人中心の空間づくりの形成、駅周辺道路の一方通行化に伴

う歩道拡幅と無電柱化である。実験についてのアンケートから、

利用した割合は女性の方が多く、回答者の約9割が歩行者空間化

を「よい」と感じている 8)。 

 

3. 改札通行量調査 

3-1.調査の概要 

 南海電気鉄道南海線３Ｆ北改札と大阪メトロ御堂筋線南南改

札(写真 3)の 2つの改札を対象に、改札から出てくる人の属性、

時間帯による通行量の把握を目的とし、改札通行量調査を行った。

調査時間は、駅周辺の施設の営業時間にあわせて10時～20時に

行った。なお、毎時10分間の通行量を計測し、それらを1時間

に換算した。 

3-2.改札通行量調査結果 

3-2-1.時間帯別結果 

 

 

全体の通行量を見ると、御堂筋改札の通行量は平日、休日の変

化はあまり見られなかったが、南海改札の方は、平日15,516人、

休日12,948人であり、平日の通行量は休日のおよそ1.2倍多い

結果となっている。平日では、どちらの改札も、11 時以降の昼

の時間帯になるにつれて通行量は少なくなっているが、御堂筋改

札の方は14時以降から夜の時間になるにつれて通行量が多くな

っている。南海改札では16時、17時に学生やサラリーマンの帰

宅時間と重なり、少し多くなっている。休日では、どちらの改札

もあまり大きな変化は見られなかったが、15 時までの時間帯が

特に通行量が多く、夜の時間が近づくにつれ減少傾向にある。平

日、休日どちらも御堂筋改札の通行量は南海改札の1.5倍以上と

なっている(図3)。 

図 2御堂筋モデル区間整備(大阪市ホームページより) 

図3改札通行量時間帯別結果(時間帯別) 
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3-2—2.年代別結果 

表1改札通行量調査結果(年代別) 

若年 中年 老年

御堂筋改札 9,552 10,428 5,622 25,602

南海改札 5,684 5,122 2,218 13,024

合計 15,236 15,550 7,840 38,626

御堂筋改札 8,376 9,978 5,502 23,856

南海改札 6,030 6,060 3,426 15,516

合計 14,406 16,038 8,928 39,372

休日

平日

日時 合計調査改札
年代

 

 

全体の通行量を年代別に見た場合、平日は若年層15,236人、

中年層15,550と老年層の7,840人に比べて約２倍の通行量が見

られた。同様に休日も若年層14,406人、中年層16,038人と老年

層の8,928人に比べて1.6倍以上の通行量が見られた。平日の若

年層・中年層の割合が南海改札は約83％、御堂筋改札は約78％

となっている。休日では、南海改札は約 78％、御堂筋改札は約

77％となっている。平日、休日ともにどちらの改札も若年層・中

年層の割合が約80％を占めており、老年層の通行量は約20％で

あった。また、改札と曜日で属性の変化は見られなかった(図4)。 

 

4.追跡調査 

4-1.調査の概要 

表2追跡調査結果の概要 

11月5日(木) 21組 11月1日(日) 12組

11月17日(火) 18組 11月7日(土) 7組

12月1日(火) 18組 11月14日(土) 20組

12月8日(火) 27組 11月28日(土) 20組

12月14日(月) 18組 11月29日(日) 19組

12月12日(土) 24組

102組

平日 休日

102組

204組

 改札通行量調査と同様に南海3F北改札と御堂筋線南南改札の

2つの改札を対象に、改札から出てくる人の属性、行動特性、終

了地点の把握を目的とし、追跡調査(1)を行った。調査範囲は、な

んば駅前広場を中心に半径300ｍの範囲をなんば駅前空間(2)と定

めた。また調査の終了条件は、範囲外に出る、商業施設・店舗内

での購買行動が見られたとき、徒歩以外の交通手段に乗り換えた

場合、５分以上の滞留が見られた場合とした。11 日間の調査で

平日102組、休日102組の計204組のデータが得られた(表2)。 

4-2.追跡調査結果 

4-2-1.改札別行動特性  

追跡調査の結果を、御堂筋改札と南海改札で分類して示した軌

跡が図6～9である。御堂筋改札に注目すると、商業施設への立

ち寄りの割合が、平日14組、休日23組と高くなっている。要

因としては、改札の目前に丸井や高島屋が隣接していることが考

えられる。地下内において北への流れは見られず、全て南東の方

面へ流れている。飲食店や小売店への立ち寄りの内、改札付近の

飲食店や小売店への立ち寄り回数が多くなっていることが要因

だと考えられる。乗り換えは、御堂筋改札ではあまり見られなか

ったが、平日12組、休日4組と学生やサラリーマンが多いため

平日の方が少し高い結果となった。南海改札は、乗り換えの数が、

平日27組、休日19組と非常に多くなっている。要因として、

南海線利用者や関西国際空港からの観光客などが都心に出てく

る際、終点駅であるなんばを経由することが多いためと考えられ

る(図5)。地下内で店舗への立ち寄りはほぼ見られず、地下を通

った人の多くが乗り換えを目的としていることが軌跡から読み

取れる。地上での回遊を見てみると、御堂筋改札からの軌跡は南

東側の施設を目的としている傾向があるのに対して、南海改札の

方は北側、範囲外を目的地とすることが読み取れた。これらのこ

とから、御堂筋線南南改札は南に用事がある人に利用され、南海

3F北改札は北に用事がある人に利用される傾向が確認できる。 

 

 

 

図6追跡調査結果の地上軌跡(御堂筋改札) 

(単位：人) 

図4改札別通行量調査結果(年代別) 

図5追跡終了地点(改札別) 
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図7追跡調査結果の改札付近軌跡(御堂筋改札) 

 

 

図9追跡調査結果の改札付近軌跡(南海改札) 

4-2—2.年代別行動特性 

追跡調査の結果を、若年層、中年層、老年層に分類して示した

軌跡が図11～14である。平日は、乗り換えの割合が若年層9組、

中年層18組、老年層12組と高くなっている。これは、通勤、通

学の人が多いためと考えられる。中でも、会社員の割合が高い中

年層が最も高く、約 46％を占めている。商業施設への立ち寄り

は、老年層7組、中年層5組、若年層3組の順に高く、主に昼間

の高島屋内の食料品売り場での購買行動が多く見られた。老年層

の回遊は、改札から近い地点で終了しているが、若年層、中年層

の回遊は範囲外に至るものも多く見られた。休日は、乗り換えの

数が若年層4組、中年層6組、老年層13組と、老年層は平日に

比べて多いが、若年層、中年層は半分以下に減っている。商業施

設への立ち寄りの割合は、若年層12組、中年層8組、老年層10

組と平日と比べると約２倍となっている(図10)。平日と同様、老

年層の回遊は改札から比較的近い地点で終了しており、若年層、

中年層の遠い距離への回遊が軌跡から読み取れる。以上から、平

日、休日ともに老年層は主に改札付近の地点を、若年層、中年層

は改札から離れた地点を目的としている傾向があるといえる。 

 

 

 

図11追跡調査結果の地上軌跡(平日) 

 

図12追跡調査結果の改札付近軌跡(平日) 

 図8追跡調査結果の地上軌跡(南海改札) 

図10追跡終了地点(年代別) 
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図13追跡調査結果の地上軌跡(休日) 

 

図14追跡調査結果の改札付近軌跡(休日) 

 

表3改札別終了地点(目的別) 

地下 地上 地下 地上

商業施設 14 0 2 0

小売店 4 0 0 4

飲食店 1 2 1 1

乗り換え 0 13 23 3

娯楽 0 6 0 2

範囲外 0 3 3 4

滞留 0 1 3 2

その他 2 5 1 2

合計 21 30 33 18

商業施設 19 6 5 3

小売店 1 4 1 4

飲食店 2 2 1 0

乗り換え 0 3 17 2

娯楽 0 1 0 0

範囲外 0 1 2 9

滞留 1 5 2 5

その他 0 6 0 0

合計 23 28 28 23

44 58 61 41合計

平日

御堂筋改札 南海改札
終了地点

休日

 

4-3.なんばの空間特性 

御堂筋改札(地下)、南海改札(地上)からそれぞれ追跡した人

の終了地点を表3にまとめた。御堂筋改札から地下への移動が

44組、地上への移動が58組と地上への移動が多かった。また、

南海改札から地下への移動が計61組、地上への移動が計41組

と地下へ向かう人の方が多かった。以上から、水平動線だけで

なく、垂直同線も多くみられることが分かった。表5を見ると、

南海改札から地下への移動は約70％が乗り換えだったが、御堂

筋改札から地上への移動においては様々なルートが見られた。

そのうち、乗り換え以外のパターンを2つに分類し、それぞれ

階段・エスカレーター型、商業施設通過型(図15)とした。 

まず、階段・エスカレーター通過型は29組あり、このうちエ

スカレーターでの移動は約80％であった。丸井、高島屋などの

商業施設内を通って地上へ上がった商業施設通過型は9組見ら

れた。属性や目的地による偏りは見られなかった。商業施設が地

上へ上がるための手段として使われる理由として、改札から近く

目的地まで最短で移動できるというのと、地下と地上の一つの結

節点として認知されていることが考えられる。また、地上の目的

地までの最短ルートとして地下が選択されているケースも見ら

れた。 

 

 

 

 

５.まとめ 

本研究では、立体的なターミナル駅の駅前空間の回遊性に着目

し、その一事例として南海なんば駅前を対象にし、なんば駅前空

間の利用実態を明らかにした。改札通行量調査、追跡調査の 2

つから以下のような特徴が確認できた。 

(1)改札通行量調査 

時間帯別に見たとき、平日では午前は通勤・通学の人が多いため

通行量も多く、夕方も帰宅ラッシュの時間になるにつれて通行量

は増加した。休日は、平均して通行量が多く午前から午後にかけ

て少しずつ減っていることから、朝からまちへ出かける人が多い

ことが読み取れる。 

 年代別では、平日、休日ともに若年層と中年層の割合が高く、

全体の約 80％を占めていた。以上から、若年層、中年層がなん

ばの回遊を形成しているといえる。 

(2)追跡調査 

 改札別では、御堂筋改札で商業施設への立ち寄りが１番多かっ

た。これは改札から出てすぐの距離に丸井と高島屋が立地してお

り、買い物に便利だからだと考えられる。また、地下にはなんば

ウォークやなんなんタウンなど飲食店・洋服店が揃っているため、

そこで用事を済ませている人が多かった。特に南側への回遊が多

く見られた。南海改札では、なんば駅が南海電車の終着点であり、

図15移動パターン 
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観光客などが都心部へ出る際に利用されるため乗り換えの割合

が高かった。地下での回遊はあまり見られなかったが、地上では

北側、範囲外への回遊が多く見られた。 

 年代別では、平日は若年層や中年層の中でも女性の回遊が多く

見られた。休日は平日よりも若年層、中年層の回遊が増えたが、

平日、休日ともに若年層、中年層に比べて老年層は比較的改札か

ら近い地点で用事を済ませていることが分かった。地上での回遊

は主に若年層、中年層が形成しているといえる。 

 なんばの空間特性について、なんばは地下から地上へ出るため

の階段やエスカレーターは多く設置されている。一方、それらを

使わず商業施設内を通過して地上へ出ている人がいることも確

認できた。また、地下を地上の目的地までの最短ルートとして使

用している人がいることも明らかになった。 

本研究ではなんば駅前空間を事例にして立体的なターミナル

駅の利用実態を明らかにした。この特徴は、リニューアルを行う

梅田駅や北陸新幹線、リニア計画のある新大阪駅などでも応用で

きるといえる。今後回遊性向上のために、南海線利用者の地下へ

の誘導と老年層の地上への誘導が必要であると考えられる。 

 

補注 

 (1) 若年層(0－20 代)、中年層(30－40 代)、老年層(50 代以上)の

年代の回遊を公平に調査するため、二つの改札においてそれ

ぞれ17組ずつになるようにランダムに選定し、対象者を見失

わない程度に離れて追跡する。追跡が終了した後に、記録シ

ートに外見から大まかな個人属性、行動データを記録する。

記録を終えたら開始地点に戻り、再び対象者をランダムに選

定し、同じ手順で調査を進めた。 

(2) 立地適正化計画で定められている徒歩圏(バス停)300m を参

考に、駅利用者が主に使用すると考えられる周辺の主要施設

(丸井、高島屋、なんばシティ、なんばパークス)を含む半径

300mをなんば駅前空間とする。 
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