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１.概要

　首都圏のベッドタウンのひとつ、埼玉県北本市の住民

の多くが利用する JR 北本駅西口広場計画が進められた。

朝晩のラッシュ時には歩行者のほか、通勤・通学の家族

を送り迎えする自家用車、バスやタクシーが複雑に行き

交う。2008 年以降に進められた駅前広場の整備では、タ

クシープールとロータリーを囲む形で歩道、バスやタク

シーの乗降場と大屋根が計画された。北本市は現在約 7

万人の人口を数える。しかし当時働き盛りだった人びと

が定年を迎え、次世代は市外に流出するなど、高齢化の

問題が顕在化している。加えて団地や新興住宅地に住む

人びとの多くは、荒川水系の江川の周辺に広がる緑豊か

な農村風景とは縁がなく、手語るべきところのない田舎

町という印象を地元に対して持っている。元からの農村

住民と、新しい都市住民が近接しながら互いに無関心、

そんな日本の都市と農村の関係の縮図がそこにあり、駅

前周辺では駐車場などの空地が点在する典型的な地方都

市の風景が広がっていた。

　市から託されたのは、30 年前に整備された地域唯一の

駅前広場をまちの「顔」とすることであり、この改修計

画を通して、まちづくりの機運を高め、駅前空間の活性

化を図ることであった。これまで駅は北本からの通勤者

図 1  北本駅西口広場整備完成後の夜景
Fig.1 Night view of Kitamoto station west square improvement after the completion
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図 2  整備に係わる市民活動の流れ    Fig.1 A flow of civil activity for Kitamoto KAO project
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北本らしい“顔”の駅前つくりプロジェクトのワークショップを４年間に渡り運営し、その中で照明社会実験を行ない、JIS 照度基準ではなく、

周辺に暗闇を無くし、歩行性能を確保し、交差点では危険予測を促進する為の照明計画を行なう。完成後には広場の空間的特徴を可視化する照

明実験、イベントを開催している。

We had been running numerous workshops to create locally character ‘Kitamoto KAO project’ for 4 years. In this project, the 

lighting experiments were conducted to adopt the design process based on the human activities. The lighting environment was im-

proved in consideration of abolishing surrounding darkness and walking safety. At the junction in front of the station, this 

lighting design succeeded in keeping people to avoid various accidents. After the improvement was completed, multiple events the 

characteristic of the square is visualized have been held.



を東京に送り出すポンプのような役割をしてきたが、駅

前広場の主題を交通広場から滞留・交流の広場へと組替

え、中心市街地を活性化することが期待されていた。

２.整備までのプロセス（図 2）

　まず最初に行われたのは十分な情報共有を図るために、

本プロジェクト専属の担当職員 = プロジェクトマネー

ジャーの雇用と、大学ならびに庁内各部署をまたいだ実

行委員会の立ち上げ、まちの「顔」を考えるにあたり、

その「体」にあたる地域資源の調査を始めた。調査は専

門家 ( 緑、商業、サイン、照明、ユニバーサルデザイン

など ) の助言を受けながら、筑波大、東工大の学生、地

元の若手スタッフと共に進められた。専門家の卵である

彼らがまちづくりの接着剤として重要な役割を果たした。

調査内容はウェブやフリーペーパー、プロジェクト本、

ルートサインマップとして市内外に発信され、さらにそ

うした調査をもとに、主に庁内や警察との調整をはかる

「つくる会議」と、専門家や市内で活動する市民を講師に

招いたまちづくり講座とワークショップを組み合わせた

「つかう会議」が毎月開催された。そこで出会ったさまざ

まな市民グループ ( 北本雑木林の会、農業青年会議所、

あきんど塾、商工会青年部、キタミン・ラボ舎など ) に

広場の利用法を聞きながらプロジェクトへの参加を要請

し、駅前広場での社会実験を通して計画を検証していっ

た。農家の薪炭林であった雑木林からシンボルツリーを

駅前に移植する発想もそこから生まれた。またバス、タ

クシー、自家用車が異なる歩道に寄り付ける三角ロータ

リーの計画については、曲がりにくさや渋滞への懸念を

払拭するために、駐車場に実寸大を描いてバスや自家用

車による実走実験を行い、道路幅や曲率の調整を行った。

これら検証を基に、駅前広場のインフラの設計が進めら

れた。

３.照明性能計画の役割

　日本の駅前広場の多くは、様々な基準に従い路面中心

の照明計画が行われており、地域性が全く考慮されてい

ない画一的な照明計画がされている現状がある。地域の

活性化の始めとして、その地域の特性でもある、文化性

や地形を考慮する事が特徴付ける景観を再認識すること

が必要であると考える。照明性能計画は「明るい・暗い」

といった観点ではなく、「つまづかず安全に歩ける」、「街

並みがよくわかる」など安全・安心といった観点から性

能にあわせた光環境の模索を目的とし (1(2、この概念は

必要最低限な光環境となるため、結果的に省エネにも大

きく貢献することとなる。地域の景観性をより共通の財

産としての認識を高める上でも照明環境は官民に共通の

キーワードともなる。照明性能は一般的な照明基準とは

別のアプローチとなることになり、なおかつ事例として

も無いことから、特に行政に対しての客観的な説明が必

要となり、照明社会実験を行う事が大事なプロセスとも

なった。

４.照明社会実験の実施（図 3）

　整備前の駅前照明環境における照明性能を検証するた

めに、既存の駅前広場の照明を消灯する照明社会実験（つ

くる社会実験）を 2009.11.14 に行った。現状での平均

照度（測定個所による）は広場部 26lx、歩道部 17lx で、

消灯時は広場部 1.8lx、歩道部 3lx であった。アンケー

トは歩行者（68 人）とタクシードライバー（58 人）から

回答された。歩行者に対する、歩行性能、防犯性（対人

認識）では約 1 割の方から不満の回答があったが、ほと

んど問題無しであった。ドライバーに対する、走行性能

では問題なかったが、対人の認識度合いでは約１割から

不満の回答があった。消灯実験に気づいたかは約 4 割の

方が気づいた。また同時に広場だけでなく、街路部でも

ボイド照明の実験も行った。街路空間の暗闇を無くす事

によって、対人の認識による安心感、歩行性能の確保な

ど検証を行った。これら照明社会実験の結果はつくる会

議にて官民の正式の報告し、今後の計画の方針が決定さ

れた。特にインフラ照明が消灯する事で、周辺建物が浮

き出し、北本独自の夜の駅前景観が再認識された。
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図 3  駅周辺で行われた照明社会実験
Fig.3 Light social experiment at the station square
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５. 照明性能設計を考慮した計画 /広場の計画（図 4）

5-1 安全に歩け人を導く為の光 /歩行性能（歩行者）

　普段、人は平らな場所では路面を見なくても安全に歩

行しているが、段差のある場所では段差を事前に認知し

歩幅を調整することで安全に乗降できる。次に安心して

歩行するためには道の形状がしっかり認識でき、向かう

べき先がわかっていることも重要である。このように歩

くという性能から考えていくと、「段差を認識させる光」

「道の形状を認識させる光」「歩行障害となる対象物を認

識させる光」をしっかり計画することで、人は安全・安

心して夜間歩行することができる (1(2(3。

5-2 歩車境界の安全の為の光 /危険予測（ドライバー）

　歩行者と自動車が交わる場所で交通事故は多く起こる。

それは交差点・歩道を挟んだ敷地への出入りなど多種多

様ある。しかし一般的な道路照明は決められた間隔で一

様に車道を照明しているため、歩道部が暗くなり歩行者

の発見や危険予知が遅れてる。そこで歩道上の歩行者の

行動をいち早く察知するために暗がりになりがちな歩道

部を優先的に照明することで、危険予知 (4(5 が可能とな

り歩行者もドライバーも安心し安全に通行することがで

きる。

　交差点部（交差点、広場横断歩道）では歩道部の人の

状態を認識させるための「危険予測の光」を設置した。ロー

タリー部ではお迎えの車が多々予想され、駅前シェルター

から道路に出る人に対する「危険予測の光」を設置した。

計画上ではロータリー内部での駐車は禁止になっている

が、現実性を考慮した。

　道路部では道路境界を認識することが運転上必要であ

り、直線道路は歩車境界に庭園灯を連続的に設置し、な

おかつ車の出入り部では道路鋲 (再帰反射 )を設置した。
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図 5 照明ザインに考慮したところ　Fig.5 consideration for the lighting design
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またロータリー部でのカーブ部に道路鋲を連続的に設置

した。

5-3 広場・空間認知の為の光 /照明デザイン（図 5）

　夜間の広場景観はインフラでなく、周辺建物やシェル

ターの特徴的要素が目立つ事を目的とした。シェルター

天井部に取りつく「危険予測の光」用の交差点などバス

等の乗り降り用、サイン看板用のダウンライトは極めて

グレアレスを採用した。柱部ライトアップ照明は改造し、

歩行者から極力グレアが無いようにしている。交差点部

では信号等（車、歩行者）にスポットライトを極力目立

たないように設置した。また庭園灯、シェルター部には

イベント対応の予備電源が取り出せるようにした。土木

的インフラ照明整備において、小さな光源を多用するこ

とによって新たなデザイン的回答となった。LED の新た

な光源によってメンテナンス性の優位性から、これら計

画が可能となった。

6. 広場改修後の性能検証調査（2012.09）

　改修後の光環境が利用者にどのような効果を与えてい

るのかを把握する為、暗いと感じる・危険だと感じる・

通らないといった場所を記してもらうアンケート調査を

行った。被験者は北本駅のドライバーを含めた利用者 10 

代～ 60 代の男女 50 名、時間は 19 時～ 20 時に行った。

「問題なく歩行できたか」については 90%(45 人 ) が「は

い」と答えた。「いいえ」と答えた人は「柱のアッパーラ

イトが眩しい」と答えた。「暗くてつまずくようなところ

はなかったか」に関しては 92%(46 人 ) が「はい」と答

えたが、8%(4 人 ) が「いいえ」と答えた。場所は「多

目的広場付近」となっている。アッパーライトのグレア

は今後改善の必要がよりあると考えられる。次に「人が

潜んでいそう」に関しては 5 段階の評価で「潜んでいそ

う」側の回答をしたのが 16%(8 人 ) いた。「建物の隙間」

「閉店後の店前」「ロータリー中心の植栽部」などが挙げ

られたことから、周辺建物の今後の協力、新たな制度が

求めらる。結果、通常の歩行性能は満足できていた。（図1）
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7. 現在（図 6）

　駅前広場改修プロジェクトから立ち上がった市民会議

の場 ( まちづくりキャラバン ) は NPO 法人「北本市観光

協会」に引き継がれ、「北本の観光のこと考えちゃわナ

イト」など、市民会議が定期的に開催されている。イン

フラではなく周辺環境が目立出せる計画では、駅前で行

われる様々な夜のイベントにおいて常に人のアクティビ

ティーが可視化されることとなった。帰宅者の中で西口

と東口を回遊する人が見られ、当初の目的でもあった回

遊性の状況も確認できた。

　インフラが強調されるのでなく街が目立つ景観は地域

の活性化に向けての第一歩となると確信している。
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設置した

北本夢あかり 2014　
空地を活用した駅周辺を活性化さ
せる光の照明社会実験

（北本駅東口）

北本まつり「宵まつり」
ねぶたが練り歩く

仮設イベント
地元の人たちが集まる

付近の建物の光が
安心安全に及ぼす影響を
同時に調査評価

柱ライトアップをフィルターにて RGB
まちの光の色と対応するようにした

北本まつり「宵まつり」
山車がシェルター下に並ぶ

図 6    現在のイベント   Fig.6 Currently event


