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中目黒駅周辺における歩いて楽しいと感じる要素の調査・研究 
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1.研究の目的・背景 
近年、大規模な再開発が増え、昔ながらの人間的なス

ケールを持つ都市が減りつつある。このような都市が増

えると、街のアクティビティが減り、活気がなくなる。

そこで、人間の次元に対してはっきりした配慮を払うこ

とが一層大切になっている。 
街が歩きやすいと、人が多く集まり、生き生きした安

全で持続可能で健康的な街になる。また、健康的な生活

が営めるだけでなく、他の移動手段よりも環境に優しく、

他人とのコミュニケーションが発生しやすくなる。より

多くの人が街に訪れるようになるには、単に良好な歩行

環境を有しているだけでなく、歩いて楽しいと感じるよ

うな要素が豊富である必要がある。 
本研究では、walkability の既往研究を基に、歩きやすさ

に影響する要素の中から「歩いて楽しいと感じる要素」

を考察し、中目黒駅周辺における歩くことの楽しさを分

析・評価することを目的とする。 
2.研究方法 
	 本稿では、まず既往研究から walkability 概念を整理し
た上で、中目黒の「歩いて楽しいと感じる要素」を「身

体的」「視覚的」に分類し、身体的要素では街区長さ・

D/H・小さな空間の 3 要素、視覚的要素では風景変化・照
度・溢れ出し・リノベーションの４要素で分析を行う。 

3.研究対象地の概要 
	 研究対象は東京都目黒区の北東部に位置する中目黒地

区であり、駅を中心に目黒区中目黒、同青葉台や東山の

それぞれ一部も広義の中目黒に含まれる。山手通り、駒

沢通りや商店街に商業系のほか、山手通りから南北に一

本通りを入ったエリアに工業系、その奥に住居系が用途

地域として指定されている。かつては目黒川沿いに町工

場や倉庫が多く立地していたが、近年は駅前の再開発が

行われ、マンション・飲食店・オフィス等が混在し、街

の更新が著しく、新旧混合した街並みが見られる。また

目黒川沿いの桜並木や、公園も存在することから、水と

緑が豊かな街である。今回は、中目黒の川沿いのエリア

を対象に調査を実施した。 
4.身体的要素 
(1)街区 
身体的要素における街区について統計的に分析した。

対象敷地の街区の総数は 25 で、辺は 100 辺である。中目
黒の調査範囲内における街区一辺の長さの最大値・最小

値・平均・個数・分散を算出し、ヒストグラム（度数分

布表）にまとめた（図 2）。 
	 分散値が小さいことから、長さに大きな差はなく、平

均値である 50m 付近に集中している。50m は一般的に歩
くのに適している長さである 3)。 
(2)D/H 
	 D/Hとは、建築物による外部空間の囲まれ感などを表 
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図 1 調査範囲内の照度分布とリノベーション店舗分布 



 
*  工学院大学建築学部 
** 工学院大学建築学部 准教授・博士（工学） 

*Department of Architecture, Kogakuin University	 	 	 	 	 	 	 	 
** Kogakuin University, School of Architecture, Dr.Eng. /Assoc. Prof  

 

す指標であり、視点から対象物までの水平距離である D
を、見る対象物の高さである Hで除したものである。 
目黒川沿いに着目すると、目黒川をはさむ街路空間全

体としては開けた空間となっているが、桜並木と目黒川

があることにより、空間が分節化され人間のサイズに合

った心地よい囲まれ感のある空間となっている（図 3）。 

 
図 2	 街区一辺の長さの度数分布 

図 3	 目黒川沿いの D/H（図１の A-A’断面） 
 (3)小さな空間 
中目黒に数多く存在する、歩行者が入り込める小さな

空間を店舗のファサード形態に着目して、溢れ出し型・

ひな壇型・テラス型・一階セットバック型に分類し、数

を調査した。一番多いものは一階セットバック型（人を

引き込む形態）で、次いでひな壇型（商品を強調する形

態）、テラス型（人が滞留できる形態）、溢れ出し型（道

に溢れ出している形態）となった。このような様々な特

徴を持つ店舗のファサード形態が、人間のサイズにあっ

た小さな空間を作り出している。 
表 4	 小さな空間の数 

形態 一階セットバック型 ひな壇型 テラス型 溢れ出し型 

個数 22 20 7 3 

5.視覚的要素 
(1)風景変化 
	 本研究では、時間による変化を対象とする。 
調査箇所は中目黒駅前・目黒川沿い・再開発エリア等

の計 9 箇所で、1 日の時間による風景の変化を 8 時～20
時に 4 時間ごとに観測し、調査を行った。駅前では時間
により人の流れが細かく変化し、目黒川沿いでは時間の

経過とともに人通りの増加が見られた。また照明により、

昼と夜では雰囲気が大きく異なることも分かった。中目

黒は昼と夜で大きく表情を変える街だと言える。 
 

(2)照度 
日没後、目黒川周辺の水平面照度を 10m 間隔で照度計

を用い測定した。中目黒の夜の街路は、ガラス張りの店

舗が多いことから同じ道路でも明るさが異なる。日中は

目立たない店舗が、夜間の照明により浮かび上がってく

ることも分かった（図 1）。 
(3)溢れ出し 
一階壁面から街路にはみ出して配置された陳列棚や看

板を溢れ出しと言う。中目黒には店舗前に数多くの溢れ

出しが存在する。これらを看板・椅子・自転車・植栽等

に分類し調査を行ったところ、看板が一番多く存在する

ことが分かった。溢れ出しには店舗の個性が強く見られ、

視覚的に楽しめる要素が豊富であることが言える。 
 (4)リノベーション 
中目黒には町工場であった建物やマンションの一階部

分等がリノベーションされ、洗練されたカフェや雑貨屋

に生まれ変わっているものが多い。これらの店舗が多く

立地していることで、中目黒特有の雰囲気を形成してい

ると言える（図 1）。 
6.まとめ 
身体的要素から、中目黒はヒューマンスケールな空間

が数多く存在しており、歩行者にとって快適で歩きやす

い街であることが分かった。視覚的要素からは、見て楽

しむことのできる風景の移り変わりや個性のある店舗が

多く、変化の多い街であることが分かった。これらの要

素が中目黒は歩いて楽しい街だと感じる要因である。 
	 今後の研究では、交通面や土地利用の多様性など「歩

いて楽しい」以外の項目についても調査項目を広げ、中

目黒の walkabilityについて総合的な視点から調査研究を
行っていきたい。 

図 5	 Walkability調査項目 
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