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ＶＲ技術を活用した住民参加型まちづくりにおける将来ビジョン策定プロセス
― 大野城市下大利駅西口周辺地区をケーススタディとして ―

大畑　浩介

1.　研究の背景と目的
　現在，住民参加の一手法としてワークショップ（以
下，ＷＳ）が盛んに実施されている。近年のＷＳでは，
専門性の高い内容が取り上げられるようになり，非専
門家である参加者が合意形成やイメージを共有するに
は多大な時間と労力を要しているのが実情である。
　このような問題解決の手段として，本研究室ではＶ
Ｒを活用したＷＳ支援ツールを提案してきた。しかし，
ＷＳ現場のファシリテータからは，それらのツールを
一連のプログラムの中でどう活用するかに苦心すると
いう声を聞く｡その理由として，ＷＳ初期段階でのＶ
Ｒの提示は参加者の考えを早くから固定化する，完成
形と思い込んでしまいそれ以上の議論が展開されない
などの問題が生じる可能性があることにある。
　本研究では，将来ビジョン策定を目的とした住民参
加型まちづくりに的を絞り，ＶＲ技術を活用した将来
ビジョン策定プロセス（以下，ＶＲ活用型プロセス）を
提案し，活用場面に応じた支援システムを開発する。
2.　既往の研究
　本研究の関連研究に着目すると，ＷＳ手法とプロセ
スを提案した研究が多々あり，アナログな媒体の活用
が主体で，デジタルな媒体を活用した事例は少ない。
　本研究では，ＶＲといったデジタルツールを活用し，
ＷＳ手法とプロセスを提案する。
3.　研究の方法
　図 1 に研究のフローを示
す。まず，従来型まちづくり
ＷＳの流れ（以下，従来型プ
ロセス）を調査し，そのプロ
グラムを整理する。そのプ
ログラムをベースとして，
既往研究のＶＲの利点･ 欠
点を踏まえ，新たなＶＲ活
用型プロセスを提案する。
その提案プロセスに沿って，
実際のＷＳ現場へ適用し，
活用場面に応じた支援システムを開発する。
　ＷＳ現場での意思決定場面の考察と，各主体（参加

者，都市計画コンサルタント，行政）へのアンケート・
ヒアリング結果の考察より評価を行う。
4. ＶＲ活用型将来ビジョン策定プロセスの提案
　従来型プロセスとそこで多用されるツールについて，
文献やホームページ，ＷＳ専門家へのヒアリングをも
とに調査した結果，一般的な従来型プロセスを4 段階
に分類できた（表1）。第1 段階で魅力と問題点を抽出
し，その内容を踏まえ第 2 段階で課題を整理する。こ
こで得られた魅力，問題点，課題をもとに，第 3 段階
ではカード，事例写真などのツールを利用してまちの
将来ビジョンを検討する。第 4 段階で将来ビジョンを
実現するための方針，活動計画を検討するといった流
れである。第 3 段階の将来ビジョンを検討する段階に
重点を置き，ＶＲ活用型プロセスの検討を行う。
　次に，本研究室で取り組んだ既往研究をもとに，Ｖ
Ｒ活用における利点･欠点を整理した（表2）。ＶＲは，
臨機応変に視点位置の変更や代替案との差し替えがで
きるといったインタラクティブ性に優れる反面，その
代替案作成において参加者意見をどう反映させるかな
どの問題点，ＷＳの段階に応じて表現を検討するなど
の課題がある。それらからＶＲ活用の可能性を検討す
ると，まずスケッチやパース図などを用い参加者イ
メージの大まかな骨格を捉え，そこで得られたアイデ
アや意見をＶＲに反映させるプロセスが考えられる。
また，表現力を操作することで，初期段階における条
件理解を目的としたツールにもなりうる。
　以上の結果をもとに，ＶＲ活用型プロセスを提案す
る（図2）。第1段階は，従来型プロセス通りである。第
2 段階では，条件理解を目的として現状理解ＶＲを提
案する。このシステムはまちの骨格が変容する様子の
理解が目的であり，建物細部は作り込まずマスで表現
表1. 従来型プロセスの流れ
段階 目的 内容
第1段階 魅力と問題点の抽出 クイズや地図の色塗りを通して，地区の基本的な情報を共有し，ＷＳのテーマに

沿って参加者が感じる魅力や問題点を出し合う。
第2段階 課題の整理 ウォッチングや現場写真により魅力や問題点の確認を行い，参加者同士で共通

認識を持つ。第一段階の内容をもとに課題を探る。
第3段階 将来ビジョンの検討 魅力，問題点，課題をふまえ目標カードやスケッチ，パース図等を利用してまち

の将来ビジョンを検討する。
第4段階 方針，活動計画 将来ビジョンを実現するための方針と，具体的に活動を行っていくための行動計

画を検討する。

表2. ＶＲ活用における利点・欠点とその可能性
利点・欠点 活用の可能性

参加者の興味をそそり積極的な議論を誘発する 表現力の操作で，ＷＳの段階に応じた活用が可能である
意思疎通の時間を短縮することができる 条件理解・整理の手段としての活用が可能である
具体的なイメージ共有を図るのに有効である パース図などの媒体を通してイメージを確認する
臨機応変に視点位置の変更ができる 訴求力を有効活用する
代替案との切替が即座にでき，変化理解に有効である
プレゼンテーションツールとしての性格が強い
参加者意見の反映方法を検討する必要がある
ＷＳの段階に応じて表現を検討する必要がある
提示する前に十分な説明と参加者の理解が必要である

既往研究におけるＶＲ

図 1. 研究のフロー
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する。第 3 段階では，参加者意見の反映方法に重点を
置き，言葉で将来ビジョンを検討する「イメージの想
像」，パース図で視覚的に検討する「イメージの確認」，
ＶＲで具体的に検討する「イメージの具体化」と 3 つ
のSTEP を提案する。STEP 毎に参加者から出た様々な
アイデアや意見を次のSTEP に反映し，STEP3 について
は繰り返し行い，最終的に参加者相互が合意する将来
ビジョンを見出す提案である。

5. 対象地区
　対象地区を大野城市下大利駅西口周辺地区とする。
西口は駅の表玄関として賑わっていたが，今ではまち
の活気を失いつつある。現在，幾多の事業が推進され
ており，それに併せて西口の活気を取り戻そうと，「下
大利駅西口まちづくり研究会」を発足し，ＷＳを開催
しており，「下大利駅西口まちづくりビジョン」として
まとめる段階に入ってきている（図 3，図 4）。
6．支援システムの構想と開発
　提案プロセスの段階に応じたシステムを提案する。
6-1．「現状理解ＶＲシステム」の構想と開発（図 5）
　本システムは提案プロセスの第 2 段階における条件
理解の支援を目的に開発した。参加者は計画予定の事
業について説明を受けてきたが，説明側の行政も何年
次にまちがどういう状況になるか定かでなかった。そ
こで，整備プログラムを参考にし，まちの骨格の変容
を 5 年毎にシミュレーションすることとした（図 6）。
　図 7 は，システムのインターフェイス例である。シ
ステム上部に 3 Ｄ画面，下部にシミュレーション項目
の可視・不可視を表示する画面を配置した。3 Ｄ空間
はコントローラ操作で自由に回遊でき，キーボード操
作でシミュレーション項目，視点移動ができる。

　本システムの開発は，建物階数と屋根形状を調査し，
3Ｄ作成ソフト:Studio MAXで，693 棟の建物形状を
入力した。その3Ｄデータを3Ｄオーサリングソフト:
Virtools Devにインポートし，ＶＲを作成した。
6-2．「詳細検討ＶＲシステム」の構想と開発（図 8）
　本システムは提案プロセスの第 3 段階における
STEP3「イメージの具体化」の支援を目的に開発した。
　図 9 は，システムのインターフェース例である。シ
ステム画面・操作は，現状理解ＶＲシステムと同様で
ある。視点位置はアイレベルを基本とするが，上空か
らまちを全体的に鳥瞰できる視点も設けた。
　本システムの開発は，参加者が特に重要だと考える
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図6．まちの骨格の変容

 

シミュレーション 

現況（平成 16年） 
5年後（平成 21年） 
10年後（平成 26年）

   

 

 

 

  

現状理解ＶＲシステム 

H14～H26 

白木原下大利線 

H14～H26 

新駅の建設 

H14～H26 
仮線･仮駅の建設 

H14～H19 

駅前広場の整備 

H12～H19 

駅東口土地区画整

H14～H19 

下大利南ヶ丘線 

H14～H26 

連続立体交差事業 

図5．現状理解ＶＲシステムの概要

図4. 現在の様子図3. 対象地区と事業

 

西鉄天神大牟田線 

連続立体交差事業 
駅東口土地区画整理事業 

駅西口・駅前広場 

西鉄下大利駅 

下大利南ヶ丘線拡幅事業 

駅前ゾーン 

バス通りゾーン 

駅前広場整備計画 

 



7-3

駅前ゾーンとバス通りゾーンをフィールドとし，その
街路沿いの全66棟（駅前ゾーン：37棟，バス通りゾー
ン：29 棟）の実測調査及び写真撮影を行い，現状理解
ＶＲシステムと同様の工程でＶＲを作成した。シミュ
レーション項目は，第23 回ＷＳでパース図に対して参
加者から出た意見をもとにした。筆者らは，ＶＲをも
とに参加者と何度も意見交換を繰り返し行い，ＶＲの
内容を更新していく。
7.　ケーススタディ
　前述した下大利研究会で，提案プロセスと支援シス
テムを適用した。ここでは，10 年後のまちの姿を将来
ビジョンと設定した。以下は，各ＷＳにおける記述で
ある。
7-1．第 22 回ワークショップ
　第 22 回ＷＳは，提案プロセスの第 3 段階 STEP1 に
相当する。前回作成したまちの骨格図の 6 つのゾーン
について，将来イメージとキャッチフレーズを考える
ことが目的であった。まず，参加者をグループ分けし，
1 人 5 枚のカードを手渡した。参加者それぞれが，将
来イメージとして思いついた事柄をカードに記入し，
それをもとに各ゾーン毎に議論した。そして，出され
た意見をもとにキャッチフレーズを付けた（図 10）。
7-2．第 23 回ワークショップ
　第 23 回ＷＳは，提案プロセスの第3 段階 STEP2 に
相当する。まず，現状理解ＶＲで条件整理し，前回の
成果をもとに作成したパース図に対して意見交換を行
い，将来イメージを固めることが目的であった。そこ
で，ゾーン毎にパース図を提示し，肯定的・否定的意

　

見をポストイットに記入した（図 11）。
7-3．第 24 回・第 25 回・第 26 回ワークショップ
　第24回ＷＳから詳細検討ＶＲを活用し，第25回，第
26回は，同様の作業を繰り返し，システムを更新した。
　第 24 回ＷＳは，提案プロセスの第 3 段階 STEP3 に
相当する。前回の成果をもとに作成した詳細検討ＶＲ
に対し意見交換を行い，将来イメージを固めることが
目的であった（図 12）。ＶＲ提示によるイメージの固
定化を避けるため，シミュレーション実行前に，参加
者にイメージさせ，提示後に共感できるもの・違和感
のあるものについてポストイットに記入した。
8.　意思決定場面における考察
8-1．提案プロセスにおいて
　言葉，パース図，ＶＲそれぞれに対する意見から考
察する（表 3）。以下は各ＷＳにおける記述であるが，
バス通りゾーンの歩道に対する意見に着目する。第22
回ＷＳでの言葉に対する意見は，「歩道をつくるべき
だ」「歩行者への配慮が必要だ」「色つきの歩道が良い」
などの抽象的な言葉で表現された。第 23 回ＷＳでの
パース図に対する意見は，「ゆったりした歩道幅が良
い」「段差がないのが良い」「明るい色の歩道が良い」「歩
きにくいインターロッキング等は避けるべきだ」など，
前回の抽象的な表現から幅員，明るい色といった具体

図10. まちの骨格図と
キャッチフレーズ

図11. パース図と意見

  

広場を活かした， 

安全で魅力あるまちの玄関口 

安心して出歩ける高校のある 

住宅ゾーン 

複合ゾーン 

集落ゾーン バス通り 

駅前ゾーン 

住宅ゾーン 
下大利南ヶ丘線 

店舗や広場のある新しい 

まちの商業軸 

賑わいのある， 

歩きやすいまちの商業軸 

地域の魅力を活かす 

集落ゾーン 

みんなが集い，楽しめる 

複合ゾーン 

図12. 詳細検討ＶＲ
（バス通りゾーン）

表3．第 22 回ＷＳ～第24 回ＷＳで出された意見

側溝の蓋はどうなるのか/横断歩道はダイエーまで１ヶ所
でよいのか/信号機が必要だ/自転車駐輪をする恐れがあ
る/駐輪場があれば良い/街路灯は良い

■その他
気になる/地中化を目指すべきだ/邪魔である地中化すべきだ/なくて良い電柱を埋める

■電柱

人が集まるので良い/緑が良い/落ち着くので良い/行って
みたい/木陰が良い/樹は少しで良い/木陰にベンチが必
要だ/シンプルにすべきだ/テーブル，椅子は必要ない

良い/休憩場所があるのは良い/歩道に休憩のできるベン
チなどを設置すべきだ

くつろげる場所が必要だ
■休憩場所

高さがいい/好きだ/必要だ/美しい/商店街の存在感が出
て良い/片側に植えるべきだ/間隔を検討すべきだ/車道側
に配置すべきだ/もっとあって良い/狭苦しい/成長の遅い
落葉樹を植えるべきだ/落葉樹は管理が大変だ

なるべく多く植えるべきだ/間隔が良い樹を植えるべきだ
■街路樹

まちがきれいになれば商店もきれいな店が増えるのでは
ないか/若者が集まりそうで良い/既存の店のリニューア
ルをすべきだ

親しみのある商店街が良い/道路を渡りやすい商店街が
良い/暖かいイメージにすべきだ/賑やかさを演出するもの
が必要だ/密に連続すべきだ/セットバックすべきだ

軒をつらねる商店街が良い/活気のある商店街が良い /魅
力的な商店街が良い/メイン道路を整備して活力ある商
店街にすべきだ/歩きやすく，買い物ができる通りが良い

■商店街のイメージ

一方通行はやむをえない /一方通行により車の量が減る
ことは問題だ/対面で離合できるようにすべきだ/一方通行
は沿線の住民に不便ではないか/一方通行規制以外にも
方策を検討すべきだ

車の乗り入れを禁止すべきだ
■車両通行規制

段差をつけるべきだ/ギザギザにすべきか /色弱者への配
慮が必要だ/車の乗り入れを避けるべきだ/車止めは必要
だ・必要ない/腰掛け用車止めは良い/鉢植えを置くべきだ
/安全性を確保すべきだ/車止めを増やす・減らすべきだ

車が遠慮する通りになれば良い/人があふれる通りにな
れば良い/安全面に配慮すべきだ/両側歩道にして十分な
道幅が取れるのか/荷下ろしのスペースは必要ないのか/
道路が直線過ぎる/直線道路は車がスピードを出す

自転車で安心して通れる通りが良い
■歩道と車道の関係

段差なしが良い/横断しやすい/直線でないのが良い/ジグ
ザグは通りにくい/安全性が良い/ゆったりして良い/買物し
やすい/色が良い/広くすべきだ/まっすぐにすべきだ/西口
から続けるべきだ/滑らない舗装材が良い/荷捌きスペー
スは必要ない

両側歩道は必要だ/歩きやすい歩道が良い/安全で安心
して通れる/ゆったりした歩道幅が良い/車道との段差をな
くすべきだ/明るい色の歩道が良い/歩きにくいインターロッ
キング等は避けるべきだ

歩道をつくるべきだ/歩行者への配慮が必要だ/いろんな
行動が起こりうる（例．会話，くつろぎ）/レンガ調の歩道が
良い/色つきの歩道が良い

■歩道のイメージ
第24回第23回第22回

側溝の蓋はどうなるのか/横断歩道はダイエーまで１ヶ所
でよいのか/信号機が必要だ/自転車駐輪をする恐れがあ
る/駐輪場があれば良い/街路灯は良い

■その他
気になる/地中化を目指すべきだ/邪魔である地中化すべきだ/なくて良い電柱を埋める

■電柱

人が集まるので良い/緑が良い/落ち着くので良い/行って
みたい/木陰が良い/樹は少しで良い/木陰にベンチが必
要だ/シンプルにすべきだ/テーブル，椅子は必要ない

良い/休憩場所があるのは良い/歩道に休憩のできるベン
チなどを設置すべきだ

くつろげる場所が必要だ
■休憩場所

高さがいい/好きだ/必要だ/美しい/商店街の存在感が出
て良い/片側に植えるべきだ/間隔を検討すべきだ/車道側
に配置すべきだ/もっとあって良い/狭苦しい/成長の遅い
落葉樹を植えるべきだ/落葉樹は管理が大変だ

なるべく多く植えるべきだ/間隔が良い樹を植えるべきだ
■街路樹

まちがきれいになれば商店もきれいな店が増えるのでは
ないか/若者が集まりそうで良い/既存の店のリニューア
ルをすべきだ

親しみのある商店街が良い/道路を渡りやすい商店街が
良い/暖かいイメージにすべきだ/賑やかさを演出するもの
が必要だ/密に連続すべきだ/セットバックすべきだ

軒をつらねる商店街が良い/活気のある商店街が良い /魅
力的な商店街が良い/メイン道路を整備して活力ある商
店街にすべきだ/歩きやすく，買い物ができる通りが良い

■商店街のイメージ

一方通行はやむをえない /一方通行により車の量が減る
ことは問題だ/対面で離合できるようにすべきだ/一方通行
は沿線の住民に不便ではないか/一方通行規制以外にも
方策を検討すべきだ

車の乗り入れを禁止すべきだ
■車両通行規制

段差をつけるべきだ/ギザギザにすべきか /色弱者への配
慮が必要だ/車の乗り入れを避けるべきだ/車止めは必要
だ・必要ない/腰掛け用車止めは良い/鉢植えを置くべきだ
/安全性を確保すべきだ/車止めを増やす・減らすべきだ

車が遠慮する通りになれば良い/人があふれる通りにな
れば良い/安全面に配慮すべきだ/両側歩道にして十分な
道幅が取れるのか/荷下ろしのスペースは必要ないのか/
道路が直線過ぎる/直線道路は車がスピードを出す

自転車で安心して通れる通りが良い
■歩道と車道の関係

段差なしが良い/横断しやすい/直線でないのが良い/ジグ
ザグは通りにくい/安全性が良い/ゆったりして良い/買物し
やすい/色が良い/広くすべきだ/まっすぐにすべきだ/西口
から続けるべきだ/滑らない舗装材が良い/荷捌きスペー
スは必要ない

両側歩道は必要だ/歩きやすい歩道が良い/安全で安心
して通れる/ゆったりした歩道幅が良い/車道との段差をな
くすべきだ/明るい色の歩道が良い/歩きにくいインターロッ
キング等は避けるべきだ

歩道をつくるべきだ/歩行者への配慮が必要だ/いろんな
行動が起こりうる（例．会話，くつろぎ）/レンガ調の歩道が
良い/色つきの歩道が良い

■歩道のイメージ
第24回第23回第22回

図9．詳細検討ＶＲのインターフェイス例（駅前ゾーン）
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図8．詳細検討ＶＲシステムの概念（バス通りゾーン）
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性を帯びた言葉で表現されており，更にはインター
ロッキングなどといった固有名詞まで登場している。
また，意見交換の際，「両車線は無理なのか」「歩道幅，
道幅はとれるのか」などの質問が出されたが，パース
図においては確信が持てず曖昧な回答しかできないな
どの問題が生じた。第24 回ＷＳでのＶＲに対する意見
は，「～が良い・悪い」などはっきりした意思表示や，
「自転車駐輪をしそう」といった人の行動を想定するな
ど，実際に生活する場面を思い浮かべる様子が伺える。
前回の質問も，映像を通して明確に確認することがで
き，更には「車椅子での回転スペース」の話まで発展
した。しかし，「ジグザグ」「まっすぐ」などデザイン
に意見が集中する傾向も見られた。
　このように，提案プロセスによって参加者の意見を
抽象的意見から具体的意見，更にはデザインに関する
意見へと発展させることができたことがわかる。
8-2．支援システムにおいて
　ＶＲ活用時のＷＳにおける参加者の意思決定場面に
着目すると，4 つのタイプに分類できた（表 4）。
①即断型：見ただげでその良し悪しを即断するタイプ
である。駅前広場拡大案を例に挙げる。ＷＳ当初から，
参加者は駅西口改札右側部分を駅前広場整備に併せて
広場として拡大する案を執拗に訴えてきたが，ＶＲで
広場拡大のシミュレーションを提示したところ，「これ
で客が商店街まで足を運ぶとは思えない」との意見が
出た。広場拡大案の根底には，駅前と商店街を連結す
る願いが込められていたことがわかった（図 13）。
②思案型：見ることでまず出来事や場面を想起し，そ
の問題・課題への解決策を導き出すタイプである。バ
ス通りゾーンのポケットパーク案を例に挙げる。商店
街の憩い空間として，ポケットパークを現在空き地の
部分に挿入し提示した。当初は公園の入口にパーゴラ
を配し，中にあずま家風テントを設置していた。それ
を見た参加者の口から，「屋根をつけてしまうとホーム
レスの溜まり場になる」と意見が出，テント，パーゴ
ラを撤去することとなった（図 13）。
③認知型：賛否両論あっても，物理的に無理だと共通
認識が生まれ認知するタイプである。バス通りの街路
樹配置案を例に挙げる。バス通りに緑を配置する意見
は，これまで参加者相互で唱えられてきたが，実際に
ＶＲで確認すると十分な歩道幅の確保が困難であり，

民地での検討が必要だという結論に達した（図 13）。
④昇華型：①～③のタイプが連続して，新しい提案へ
発展させるタイプである。中庭通過型案を例に挙げる。
広場拡大案が持ち上がっていた部分での再開発案は商
店街との繋がりが絶たれるといった①であり，駅前建
替え案はある女性に「主婦にとって魅力のあるまちで
ないと人は来ない」といった場面を想起する②であっ
た。この①と②が組み合わされて，駅前から商店街が
見える複合施設，中庭通過型案に発展した（図 13）。
　このように，ＶＲを見ることで参加者は問題・課題
を明確に捉えることができ，その議論内容に応じて，
様々な意思決定のプロセスを踏んでいることがわかる。
9.　各主体へのアンケート・ヒアリングにおける考察
　参加者へのアンケート結果は，概ね肯定的な意見に
終始したが，「実際よりきれい過ぎて想像しにくい」と
いう再現性の問題が露呈した。十分な説明を行ったが，
解決できなかった問題である。参加者の十分な理解以
外の方策として，テクスチャを調整してくすんだ感じ
の表現，ゴミ・塵の配置などが考えられる。
　都市計画コンサルタントからは，参加者のイメージ
がシステムに反映されていくプロセスについて多大な
る評価を得た。しかし，アウトプットとして出される
のはあくまでも言葉であるため，その言葉を読解する
能力が必要であるとの指摘も得た。
　行政からは，システムをＷＳ現場で用いることで以
前より参加者から活発な意見が出るようになったなど，
システムの効果には一定の評価を得た。しかし，シス
テムを民間に依頼すると高額となり，厳しい財政状況
の中，予算をまわすことが難しいなどの切実な意見を
頂いた。
10．総括
　提案プロセスによって，参加者のイメージを『言葉
⇒視覚⇒具体』へと段階を追って推敲することができ
た。支援システムについては，参加者の意思決定を誘
発する効果があったものの，再現性と費用への課題が
明らかとなった。

内容 項目
駅前広場拡大/新駅舎建設/駅前建替え/Ｌ字通り再開発
商店街ゲート/街灯/車止め/店舗/側溝/信号機
歩道（バス通り）/ポッケトパーク

歩道（駅前）/街路樹/荷捌きスペース

中庭通過/フラワーポット
認知型シミュレーションを見ることで，物理的に無理だという共通認識が生まれ，有無まで議論が進まないタイプ
昇華型上記のタイプを折衷して，新しい提案へと発展させるタイプ

即断型シミュレーションを見ただけで，その良し悪しを即断するタイプ

思案型シミュレーションを見ることで，まず出来事や場面を想起し，その問題・課題への解決策を導き出すタイプ

表4．意思決定タイプ分類

 

ポケットパーク 街路樹配置 中庭通過型案

 

現状 駅前広場完成 駅前広場拡大
駅前広場拡大シミュレーション

図13．シミュレーション画像


