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歩行者専用道路におけるみまもり量調査報告 

 筑波研究学園都市の歩行者専用道路を対象として 
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The design of the pedestrian street in Tsukuba Science City, which is 48 kilometers in length, was based on the idea 
of traffic segregation.  
Recently, however, residents fear using this tree-lined street, and often avoid it. 
We utilized the survey for the amount of “Eyes on the Street” and analyzed the result to assess whether the street is 
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１．調査の背景と目的 

建築研究所発行の「防犯まちづくりのための調査の手引き」1)

では、住民が不安を感じやすい防犯に関する地区の問題に対し、

4つの調査手法を提案している。そのひとつである「みまもり量

調査」は、「人目が少なくて不安」「みまもる人を増やしたい」と

いう地区の不安や要望に対して、人目の多寡を場所別、時間別に

定量的に把握するための調査手法である。本稿は、筑波研究学園

都市の歩行者専用道路（通称「ペデ」）を対象に実施した「みま

もり量調査」の結果を報告するものである。 

総延長48kmに及ぶ筑波研究学園都市のペデは、歩車分離の計

画思想に基づくものだが、通行量の多い車道と分離され、植栽に

覆われたその環境特性により、近年では、利用者や沿道居住者に

犯罪不安を喚起する空間として捉えられ1、そのことが利用を阻

害する要因となっている可能性がある 2)。そこで本稿では、犯罪

に脆弱な小学生や女性の視点から、ペデは安全・安心な空間とな

っているか分析・考察を行う。 

筑波研究学園都市は、1960年代後半から1980年にかけての国

の研究機関の移転、1985 年の国際科学技術博覧会の開催などを

経て、都市機能を充実させてきた。しかし、他の郊外ニュータウ

ンと同様に、その均一性、画一性などに対する批判にさらされて

きた2。しかし、都市建設から約40年を経て成熟期を迎えた筑波

研究学園都市は、上述したステレオタイプな負のイメージとは異

なる様相を呈している。公園の緑は豊かに生長し、市民活動が盛

んに行われ、空間的にも生活的にも多様性が育まれている。とり

わけ、2005年のつくばエクスプレス（TX）開業は大きなインパ

クトを与えた。つくば駅前のセンター地区周辺においては、買物

やイベントを楽しむ地元住民に加え、ビジネスや観光で訪れる来

街者でにぎわいを見せている。本稿は、こうした実態を踏まえな

い、ステレオタイプな批判に反論することも企図している。 

 

２．研究の方法 

2-1 調査方法 

GPSロガーを携帯した調査員1名（20代男性）3が調査区間を

一定の速度（70m/分）で歩き、すれ違った歩行者、自転車の数、

ペデからおおむね 10m 以内で活動する人（以下、沿道活動者）

の数を数えた。属性として、表1に示す4区分の個人属性、5区

分の行動属性を設け、調査員は4×5の属性ごとに人数を記録し

た。加えて、調査に慣れてきた3日目からは、性別も記録した。

なお、自動車、バイクを対象外としたほかは、文献 1)の記載に

基づいて実施した。 

調査区間は学園南大通りから東小学校までとし、チェックポイ

ントによって区間①～⑤に分割した4（図 1）。文献 3)によると、

調査対象区間は「研究所・公園地区」として、研究所敷地内のア

カマツ林等を活かした「緑の深い静かな散策路」として位置づけ

られている（p.20）。なお、事前調査の結果、区間①と②の間に

ある二の宮公園に面する区間は、テニスコート利用者などによっ

てみまもり量が確保されていたため調査対象外とした。区間④と

⑤は特性に差がないが、他の区間長とそろえるため、中間点の街

灯をチェックポイントとした。各区間の特徴は下記の通りである。 

<区間①> 上り下りがある区間。幅員は10mで、歩行者路3m、

自転車路2mがとられている。周囲より高い位置にペデがある

ため、沿道活動者の目は期待できない。 

<区間②③> 東側は研究所に面するが、西側は側道を挟んで住

宅が並ぶ区間（幅員は区間①と同じ）。まつぼっくり公園には、

ペデに面する形で子ども会が手入れする花壇がある。 

<区間④⑤> 樹木が鬱蒼と生い茂る上、両側を研究所敷地で挟

まれ、沿道からの目が期待できない。幅員 20m で、中央の植

栽帯で分離された歩行者路、自転車路が各 3m とられている。

「サイクリングの楽しさを高める」5という計画意図により曲

折している。 
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図 1　調査対象地　
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調査日は、2010年7月10日～21日の平日6日間で、各日とも

日没を挟んで 4 回の調査を行った（表 2）。調査区間は片道約

2300m で、調査員には 70m/分の速度で歩くよう指示した（計算

上は片道約33分）。各日とも、1回目の調査は17:30に開始し、

調査区間の端点で折り返した時点（おおむね18:00）から2回目

の調査に入る。3回目の調査開始時刻は19:00、4回目は同様にお

おむね19:30となる（図2）。調査を開始する端点は日によって替

えた。なお、日の入り時刻は調査初日の12日で18:58、 終日の

22日で18:53だったため、各日とも前２回の調査は日没前、後２

回の調査は日没後である。 

2-2 集計方法 

みまもり量は、特定の時間帯において、特定の道路を100m歩

いた際にすれ違う人数である。本稿における、時間帯 t、区間 i

におけるみまもり量Mtiは下式の通り表される。 

   
1

·  

k ：調査回（1≦k≦n, n = 6） 

j ：行動属性（1≦j≦h, h = 5） 

wj ：行動属性 jの重み（今回はすべてwj = 1） 

mtijk ：k回目の調査における時間帯 t、区間 iの 

行動属性 jの観測数（100m当たり6） 

文献1)では、みまもる時間量を考慮して、行動属性ごとに異な

る重みwjを設定している7。しかし、本調査では一口に歩行者と

言っても、運動とペットの散歩では速度が異なり、また、運動も

ウォーキングからジョギングまで速度のばらつきが大きいと予

想されたことから、wjはすべて1とした8。 

 

３．調査結果 

3-1 区間・時間帯別（図3） 
日没前後のみまもり量を比較すると、日没後は、樹木が鬱蒼と

した区間④⑤の値が低いことが分かる。ただし、それでもみまも

り量は1を超えており、（歩行者専用でない）一般的な生活道路

を対象とした既存の調査結果9と比べて決して低くない。 

センターに も近い区間①は、日没前後のみまもり量の変動が

比較的小さい。なお、時間帯2における区間⑤の値が突出してい

るのは、谷田部東中学校から下校する学生が集中するためである
10。ペデを北上し、区間④の途中から洞峰公園に入る学生が多い

ため、他の区間には影響しない。 

3-2 方向（図4） 
 調査員が南向きに歩く際に観測したみまもり量の割合は、全体

の約2/3であった。すなわち、本調査時間帯にペデを通過する人

の2/3は北進していると言える。時間帯別には、中高生の下校が

多い時間帯2に北進割合が高い。特に区間⑤はその傾向があるが、

その時間帯を除いては、北進・南進の割合はほぼ半々である。 

3-3 個人属性別（図5,6） 

 本調査で犯罪弱者として着目した小学生は、この時間帯にはほ

とんど見られなかった。特に時間帯4においては、区間①を除い

て小学生の通行はなかった。センターから も遠い区間⑤は、時 

表1 みまもり主体の属性 

個人属性 小学生、中高生、一般成人、高齢者 

行動属性 歩行-移動、歩行-運動、歩行-ペット、

自転車、沿道活動 

性別（3-6日目） 男性、女性 

表2 調査日 

 月日 曜 1,3回目 2,4回目 備考 

1日目 7/12 月 ①→⑤ ⑤→①  

2日目 7/13 火 ⑤→① ①→⑤ 小雨 

3日目 7/14 水 ①→⑤ ⑤→① この日から性別も記録

4日目 7/15 木 ⑤→① ①→⑤ 17日頃梅雨明け 

5日目 7/21 水 ⑤→① ①→⑤ 小中学校の夏休み開始

6日目 7/22 木 ①→⑤ ⑤→①  

※丸数字は調査を開始/終了する調査区間を表す。 

 

図2 調査時間帯（区間①から始める日の場合） 

 
図3 区間・時間帯別みまもり量 

 
図4 南向きに歩く際に観測したみまもり量の割合 
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図5 個人属性別・区間別みまもり量 

 
図6 個人属性別・時間帯別みまもり量 

 
図7 調査期間中にすれ違った小学生の人数（沿道活動は含めず） 

 

間帯1を除いて小学生の通行がなかった（図7）。 

中高生は、前節で述べたとおり時間帯2に集中している。区間

④⑤はこうした中高生の割合が高いが、他区間と比べると一般成

人の利用は少ない。 

3-4 行動属性別（図8,9） 

 全区間で自転車の割合が も高い。ペデ沿いの研究所の自転車

通勤者も多く、TX開業や近年の自転車通勤ブームによって増加

したと考えられる。徒歩利用が少ない区間④⑤は、自転車で下校

する中学生の影響（特に時間帯2）もあって特に自転車の割合が

高いが、自然石舗装が傷んでいたり、生長した樹木の根によって

舗装が隆起していたりして、自転車が走りやすいとは言えない状

態である。徒歩利用の少なさは、鬱蒼とした樹木により日中でも

暗いこと、夕方以降に集まるカラス等の糞害などが理由として考

えられる。 
自転車に次いで割合が高いのは運動利用である。これも、近年

のマラソンブームや健康志向に因るところがあると思われる。 

 
図8行動属性別・区間別みまもり量 

 
図9行動属性別・時間帯別みまもり量 

 
図10 時間帯・区間別女性比率（沿道活動は含めず） 

 

特に区間⑤で割合が高く、鬱蒼とした樹木も夏期は木陰をつくり

運動利用を促進しているとも言える。時間帯 4 になってやや減

少するものの、日没後も運動利用が存在することが分かる。 
一方、沿道活動はほとんど見られず、公園利用者が目視でき

る区間②④で、日没前に若干数見られるだけだった。沿道に住宅

が並ぶ区間もあるが、この時間帯は屋外で活動する住民は少なか

ったようである。隣接する研究所とペデの間は見通しの悪い箇所

が多く、沿道活動として観測できるものは少なかった。 
3-5 性別（図10）※3～6日目のみ 

 女性比率は、日没前に約35%だったのに対し、日没後は約20%
まで大きく低下する。日没後の調査時間帯は夕食と重なるため、

男女のライフスタイルの違いに起因した結果とも言えるが、犯罪

不安によりペデ以外の経路を選択した可能性も否定できない11。

特に区間②③は、他の区間と比べて代替路が近いため、別の経路

を選択した可能性もある。 

 一方、区間①④は日没後も女性比率があまり減らない。内訳を

0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00 

区間１

区間２

区間３

区間４

区間５

小学生

中高生

一般

高齢者

0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00 

時間帯1

時間帯2

時間帯3

時間帯4

小学生

中高生

一般

高齢者

2  2  2  2 

2 
3 

2 

0 

3 
2 

1 

0 

2  2 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

時間帯1 時間帯2 時間帯3 時間帯4

区間5

区間4

区間3

区間2

区間1

0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00 

区間１

区間２

区間３

区間４

区間５

徒歩

運動

ペット

自転車

沿道活動

0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00 

時間帯1

時間帯2

時間帯3

時間帯4

徒歩

運動

ペット

自転車

沿道活動

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

時間帯1 時間帯2 時間帯3 時間帯4

全区間

区間1

区間2

区間3

区間4

区間5

- 67 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No.  9, 2010年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 9, August, 2010 

 

 

見ると、区間①は一般成人による運動利用が比較的多いことが分

かる（図表略）。区間④は一般成人による自転車が比較的多く、

隣接する研究所からの帰宅だと考えられる（同）。 
 

４．考察 

 本稿では、第一の視点として小学生、女性の視点から安全性を

分析したが、本調査時間帯には小学生はほとんど利用していない

ことが分かった。一方で、中学生や女性の利用は少なからず見ら

れた。当初予想したように区間④⑤は特に日没後のみまもり量が

低かったが、研究所が立地するスーパーブロックにより適当な代

替路がなく、ここを通行せざるを得ない中学生や女性も存在した

ため、特に安全対策が必要な区間であると言える。特に日没の早

い冬期は本調査時以上に問題であろう。安全性の低い区間を回避

するという選択もあって良いが、通行禁止にできない以上は、環

境デザインによって安全性を高める努力もすべきである。3-4節

で述べたように、樹木の間伐、剪定が必要だと思われるが、運動

利用者に木陰が好まれることや、自然環境としての価値にも配慮

が求められる。 
隣接研究所に関しては、やはり3-4節で述べたようにペデに視

線を注ぐ存在になっていない。これは、筑波研究学園都市建設に

おいて一団地の官公庁施設として研究所が建設された際に、ペデ

との敷地境界部に10m以上の緑地帯を設けることが定められて

いたためである12。さらに樹木の生長した今では、必然的に研究

所からペデに対して視線が届きにくくなってしまった。おそらく、

当時の設計思想において防犯への配慮は希薄だったと思われる

が、近年の犯罪情勢や防犯に対するニーズを踏まえ、例えば、守

衛や警備員がペデにも目を配ったり、施設内の樹木の見通しを確

保したりすることで、地域の安全に貢献することが求められる。 
本稿の冒頭に掲げた第二の視点は、定量的指標であるみまも

り量を使って、ステレオタイプな負のイメージを払拭することで

あった。つくば駅から調査区間に至るまでは、TX開業もあって、

沿道の施設利用者等により十分な人の目が存在する。調査区間に

ついても、一般的な住宅地と比べてみまもり量が低いとは言えな

い（3-1 節）。今回の調査時間帯においては、近年ブームとなっ

ている自転車通勤や、ジョギング等の運動利用が多く、自動車と

交わらずに通行できるペデの優位性が活かされていると言える。 
以上のとおり、本調査・分析により当初の目的はおおむね達

せられたが、聞き取り調査等によって確証を得るべき推論部分も

あり、今後の研究課題としたい。また、みまもり量を増やすため

の方策についても検討していきたい13。 
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補注 
1 ただし、ペデ上における犯罪はそのほとんどが自転車盗であり、一般的

に犯罪不安の要因となりやすいとされる粗暴犯は極めて少ない。 
2 建築雑誌2010年4月号の特集「〈郊外〉でくくるな」では、「仮想敵」

としてこうしたネガティブな意味づけでのみくくられる郊外の多様性、多

面性に着目している。 
3 筑波大学理工学群社会工学類の夏期実習「都市計画インターンシップ」

の一環として土方が調査を行った。本稿はその調査結果を分析・報告する

ものである。 
4 事前調査の結果、つくば駅から学園南大通りまでは、商業施設、ホール、

会議施設等が建ち並びみまもり量が十分に多いことから、調査区間に含め

なかった。 
5 文献3), p.26 
6 なお、本調査では各チェックポイントの通過時刻がGPSロガーで記録

されているため、区間毎に調査員が設定速度（70m/分）通り歩いたか事後

確認し、観測値を補正することも可能であった。しかし、下表に示す各区

間の分速の統計量から判断して、補正の必要はないと判断し、観測値をそ

のまま集計・分析に用いた。 
表 調査員の速度の統計量 

N 小値 大値 平均値 標準偏差 
120* 62.87 79.78 71.82 4.06

* = 区間数5×時間帯数4×日数6 
7 歩行者一人を1とすると、例えば自動車一台は2/7と重み付けしている。 
8 ただし、歩行者等はすれ違った時しかカウントしないのに対し、移動し

ない沿道活動者は調査員の歩く向きに関わらずカウントされるため、集計

上、沿道活動は重み付けされていることになる。 
9 文献4)は千葉市の住宅地で調査を行った結果を示している。 
10 夏休みに入った5,6日目の区間⑤において、時間帯2のみまもり量は、

時間帯1と同程度に下がった。 
11 文献5)では犯罪不安が高齢者の経路選択に影響することを明らかにし

ている。 
12 旧建設省が昭和48 年に定めた「筑波研究学園都市一団地の官公庁施設

建設計画標準」において、幅員25m以上の道路に面する敷地境界は幅30m
以上、その他敷地境界は幅10m以上の緑地帯を設ける事が定められた。

なお研究所の独法化に伴って、一団地の官公庁施設ではなくなったため、

計画標準に従うかどうかは各独法の判断に任されることになったが、現在

は地区計画によって計画標準を維持しているところが多い。 
13 ちなみに、本調査中に発見した防犯活動の従事者は1名だけ（パトロ

ールの帽子をかぶり、犬の散歩をする60～70代の男性）だった。犬の散

歩や本調査で多数見られたジョギングなどに防犯を加味した個人単位で

の無理のない活動が望まれる。 
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