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滞在や利用を誘発する広場等の
公共空間のあり方について
－既往研究成果に基づく広場等の設計上の配慮事項と
既存事例の分析から－
国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム ○笠間 聡
松田 泰明
柳田 桃子
観光地や市街地、駅前などでは、人々に積極的に利用され、一時の滞在や滞留にも利用される
ような広場空間が期待されるが、既存の広場等には利用者がまばらであったり、通過するだけに
なっている広場も少なくない。本稿では、著者らの既往の研究成果である「広場等の設計上の配
慮事項(案)」とこれに関する評価基準案について、国内の広場事例との照合を通じてその妥当性
の検証と考察を行った。この結果から、「自由な腰掛け」と「広場内の高低差」の2項目について、
それらの設計上の配慮のポイントと、その際の数量や寸法に関する数値的な目安について明らか
にした。
キーワード： 観光地、街路、広場、景観

1．はじめに
(1) 研究の背景
2006 年の観光立国推進基本法の制定、2008 年の観光庁
の設置などにはじまり、2016 年には「明日の日本を支え
る観光ビジョン」1) の策定など、「観光立国」「観光先
進国」の実現は、2000 年代以降一貫して我が国の重要施
策のひとつである。北海道総合開発計画 2) においても、
重点的に推進する施策 10 項目のうちの 1 つとして「世界
水準の観光地の形成」が挙げられている。2020 年に入っ
てコロナウィルス感染症の影響などで、観光関連産業の
近い将来は見通しが厳しい状況が続いているが、観光戦
略実行推進会議などにおいても議論されているように 3) 、
観光業は地方経済の要であり続けると想定される。
その際、観光地としての魅力向上、特に近年課題とな
っている滞在型観光の促進や観光地における滞在時間の
向上を考えるうえで、景観や空間（屋外公共空間：本研
究では「その土地を訪れる観光客が一般的に利用するこ
とができる空間及びそこから見通せる範囲」とし、民地
等の部分を含む。）の質および機能は重要である。そこ
で本研究所では、そのような観光地の屋外公共空間（写
真-1 に一例）を対象として、その魅力向上を効果的・効
率的に実現するための計画・設計等の技術に関する研究
を進めている。
(2) 本稿の位置づけと目的
本研究においてはこれまで、ひとつには人が休憩・滞
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写真-1 観光地等の屋外公共空間の考え方のイメージ
（民地等の部分（この場合は飲食店のテラス席と
前庭）も含んで観光地等の屋外空間を考える）

在するための屋外空間、すなわち広場等の空間を対象と
して、その空間の構成や構成要素のデザイン手法につい
て検討を行ってきた。
これに関しては、広場や街路、ショッピングモールの
屋外空間などを対象とした既往の設計技術資料等から、
広場等の設計技術・設計理論に関する記述抽出を行い、
これらの分類整理から広場等の設計における配慮事項と
して 15 項目の仮説を得ている 4)。この仮説について、そ
の後の事例収集やそれをもとにした検証等を経て、改め
て「観光地等の広場等の設計上の配慮事項(案)」として
取りまとめたのが表-1 の 15 項目である。
これらの 15 項目に対しては、前述の検証に際して、当

KASAMA Satoshi、 MATSUDA Yasuaki、 YANAGIDA Momoko
－ 47 －

表-1 「広場等の設計上の配慮事項」の試案、15項目
区分
⽴地

空間構成

構成要素

空間運営

項⽬

概要

1.

⾃然と利⽤される場所

…

多くの⼈に⾃然と利⽤される⽴地にあること。

2.

⽔⾯や景観資源への眺望

…

広場や主要な休憩・滞在空間から、⽔⾯や景観資源などへの眺望があること。

3.

適度な密度感の創出

…

空間を適切な規模に分節する。 例︓D≦24m(21m)、D/H≦3

4.

空間の展開/シークエンスの演出

…

広場における⼩空間を変化に富んだ構成とし、⼩空間の移動ごとに利⽤者に新鮮な驚きを与えるような構成であること。

5.

象徴的な場所

…

広場に象徴的な場所があり、印象的な空間構成・構造であること。 例︓中⼼、円形、軸線、並⽊列植など

6.

広場内の⾼低差

…

広場内の⾼低差は、利⽤者に腰掛け、眺望、特異な空間体験などを提供し、空間を分節することもできる。

7.

境界部のつくり⽅

…

空間を区分しつつも、利⽤者を広場に引き込むようなデザインが境界部にあること。

8.

通路と溜まりの分離

…

広場内の歩⾏者動線と、休憩・滞在のための空間が適切に分離・区分されていること。

9.

守ってくれるもの

…

主要な休憩・滞在のための空間においては、植栽や壁、シェルターによって"領域性"が確保されていること。

10.

⾃由な腰掛け

…

利⽤者のニーズに応える腰掛け等があること。 特にベンチ以外の形態の腰掛けが充実していること。

11.

豊かな/温かみのある素材

…

豊かな肌触りやテクスチャのある材料もしくは表⾯加⼯が、主要な部分に⽤いられていること。

12.

植物/植栽/緑の適切な配置と維持管理

…

⾒上げるような豊かな緑と、⼿の届くところに⽬を楽しませる草花があること。緑陰と⽊漏れ⽇、彩りの草花があること。

13.

広場内の⽬を楽しませるもの

…

動きのある"魅⼒的な興味の対象"があること。 例︓噴⽔、⽔景、動きのあるモニュメント、パフォーマンスなど

14.

となりのにぎわい（⼩売りスタンドやカフェ）

…

露店、キオスク、屋外カフェ、テイクアウトの飲⾷店等が⾒通せる範囲にあること。

15.

にぎわいの運営

…

マーケットやマルシェなどのイベントが、⽇常的に開催されていること。 ただし、誰もが利⽤しやすい環境が保たれていること。

初の設計技術資料等を引用するなどして、評価基準を仮
に設けている（表-1 の右列内に一部記述。例えば「3.適
度な密度感の創出」の項など）が、あくまで海外の文献
も含む既往資料を引用したものであり、これらの評価基
準自体の妥当性に関する検証は行えていない。
そこで本稿では、これらの評価基準のいくつかについ
て、改めて具体の広場等の事例との照合およびそれに基
づく考察を行い、その妥当性について検証を行ったもの
である。

2．調査の概要
(1) 検証の対象とした評価項目
前述の 15 項目（表-1）のうち、本稿において検証の対
象とした評価基準案は以下の 2 項目である。
・6. 広場内の高低差
・10. 自由な腰掛け
なお、その他の項目を含む全 15 項目については、2020
年 12 月に発表した既報 5)において、札幌市内の 5 広場を
事例として検証を行った結果を報告しているので、必要
に応じて参照していただきたい。
(2) 検証の方法
本稿では、先述の既報で採用した札幌市内の 5 事例に
加え、適宜、本研究において過去に収集した優良事例の
うち、広場としての規模や利用形態が類似のもの 8 事例
を対象として加えて照合を行い、検証した。

3．調査結果①：自由な腰掛け
前述の 15 項目（表-1）のひとつ、「10.自由な腰掛け」

においては、既往文献等 6) をもとに、「十分な数の腰掛
けが広場において設置されていること」と、より自由な
姿勢で利用できる「ベンチ以外の形態の腰掛けが充実し
ていること」の 2 点を評価の視点として整理していた。
後者に関しては、多様な利用者の利用ニーズに応えるた
めと、ベンチ等の非利用時に空席が目立ち寂しさを感じ
させぬよう、他の構造物等と一体となった腰掛けを活用
すべきと提案 6)されているものである。
この「自由な腰掛け」に関しては、次の(1)節に示すよ
うな定量的評価基準が前述の文献等において同様に示さ
れていたことから、これについて国内の広場の実例との
照合を行い、評価基準の充足の状況や評価基準自体の妥
当性について分析と考察を行った。
(1) 検証の対象とした評価基準案
検証の対象とした評価基準案は具体的には以下の 2 点
である。
・広場の面積 10m2 ごとに幅 1mを目安として、ベンチそ
の他の座具が設置されていること。
・1 次的座具（ベンチやイスなどの座ることを主目的と
したストリートファニチャ）と同数以上の 2 次的座具
（1 次的座具以外の腰掛けとして利用することができ
る段差や構造物等）が提供されていること。
(2) 「自由な腰掛け」に関する照合の結果 その1
先述の「広場の面積 10m2 ごとに幅 1m程度のベンチ」
について、表-2 に示す 5 広場を対象に照合を行った。結
果は、表-2 の A～E 列に示したとおりである。
大通公園 3 丁目広場（写真-2 の A）の結果では、広場
面積約 6,500m2 に対して、ベンチの幅の総計は 92.6mであ
った。これは前掲の基準（10m2 ごとに 1m）の充足率で
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表-2 「10. 自由な腰掛け」に関する評価基準案と広場等事例の照合結果
A
算定対象と
する範囲

広場名称

B

評価基準に
当該部分
基づくベンチ
の⾯積
等の必要量
(㎡)
(延⻑:m)

D

E

ベンチ等の内訳および算定⾯積

座具総量に対
ベンチ等の 評価基準
1次的座具 2次的座具
する2次的座具
延⻑の総計 値案の充⾜
の延⻑(m) の延⻑(m)
の割合(%)
率(%)
(m)

A×1/10

算定式 →

⼤通公園3丁⽬広場

C

F

G

H

D/B×100

650

園路・舗装部分

1,950

195

園路・舗装部分

2,600

中央の滞留スペース

G/(F+G)×100

14.2

92.6

0

0.0

92.6

47.5

-

-

-

260 ⽊製ベンチ51基(91.8m)

91.8

35.3

91.8

0

0.0

1,200

120 ⽊製ベンチ24基(43.2m)

43.2

36.0

-

-

-

広場全体

2,800

280

植栽ます外周の固定式ベンチ(167m)、
縁台デッキ210㎡(換算*:210m)

377

134.6

0

377

100.0

広場全体

2,800

280

植栽ます外周の固定式ベンチ(167m)、
縁台デッキ(端部延⻑:120m)

287

102.5

-

-

-

サッポロファクトリー煙突広場

階段部分を除く

1,250

125 ベンチ17基(30.6m)、可動イス24基(12m)

42.6

34.1

42.6

0

0.0

新宿三井ビル・55ひろば

回廊下部分を除く

107

111.5

75

32

29.9

北3条広場

6,500

⽊製ベンチ27基(48.6m)、噴⽔外周の固定式
ベンチ(32m)、可動イス24基(12m)

92.6

⼤通公園2丁⽬広場

広場全体

960

96

同上

可動イス132脚(66m)、サークルベンチ1基(9m)、
植込み境界部3カ所(22m)
* デッキ1㎡をベンチ延⻑1mに換算

写真-2 評価対象とした広場等の事例（その 1）

いうと 14.2%となり、基準に大きく届かない。そこで、
同広場の樹林帯の部分や花壇・芝生・噴水の部分を除い
て、園路等の部分の面積だけを対象としてこの充足率を
算定すると、園路等の部分の面積約 1,950m2 に対して
92.6mということで、基準の充足率 47.5%という結果にな
った。
次に、大通公園の 2 丁目広場では、中央のベンチが重
点的に配置された滞留スペース部分（写真-2 の B）のみ
を対象として基準の充足率を計算することを試みたが、
やはり 36%程度にとどまった。この大通公園 2 丁目広場
は、実際に訪れてみると中央の滞留スペース部分をはじ
めとして、ベンチで網羅されている感があるが、それで

も基準の充足には遠く及ばないことが確認された。
北 3 条広場（写真-2 の C）では、（隣接の公開空地部
分を除き）独立のベンチやイス等は一切設置されていな
いが、イチョウ並木の植栽ますの周囲全周が腰掛けとし
て提供されている。また、樹木間にはデッキが張られ、
くつろぎのスペースとされている。この場合の腰掛けの
総延長は、デッキ部分を 1m2 ごとに 1m 幅のベンチと換
算した場合で約 377m（基準の充足率 135%）、デッキ部
分の外周のみを単純にベンチの長さとして算定した場合
で約 287m（基準の充足率 103%）となり、十分に基準を
充足している。
新宿三井 55 ひろば（写真-2 の D）では、チェア 1 脚を
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0.5mと換算して算定を行い、結果は表-2 のとおり基準の
充足率 112%という結果になった。煙突広場（写真-2 の E）
では、同様に約 34%であった。
(3) 「自由な腰掛け」に関する照合の結果 その2
表-2 には、もう一つの検証の対象とする評価基準案「1
次的座具と同数以上の 2 次的座具」について照合を行っ
た結果も、あわせて示した（同、F～H 列）。
北三条広場ではすべての腰掛けが 2 次的座具として提
供されており、一方で、煙突広場および大通公園ではす
べてがベンチやチェアなどの 1 次的座具で提供されてい
るなど、1 次的座具と 2 次的座具の構成比率については
多くの事例で両極端の結果となった。唯一、新宿三井ビ
ル 55 ひろばのみが、1 次的座具と 2 次的座具が広場内に
設置されており、比率的には 1 次的座具が 2 次的座具の
2 倍以上という結果であった。

目安は示しつつ、2 次的座具の導入方法について配慮事
項を提示していくことが有効であると考えられる。

4．調査結果②：広場内の高低差
前述の 15 項目（表-1）のうちの「6. 広場内の高低差」
については、広場内に高低差が導入され、その高低差を
空間の分節
（サブエリアをつくりだす）
や腰掛けの提供、
座るエリアと通行との分離、見晴らしの提供などに活用
することが効果的とされている一方 6)7) 、文献 6)において
は「高低差は 0.9m以下とすること」との提示がある。
ここでは、既報 5) において調査対象とした札幌市内の
5 広場に加えて、表-3 の 8 広場について照合の対象とし
た。

(1) 「広場内の高低差」に関する照合の結果
既報 5)において扱った札幌市内の 5 広場（大通公園西 3
(4) 考察
丁目広場、北 3 条広場、札幌駅南口駅前広場、サッポロ
本章(2)節および(3)節の結果からは、1 つめの基準（広
ファクトリー煙突広場、同アトリウム）については、既
2
場の面積 10m ごとに幅 1m 程度のベンチ）については、 報において検証を行った通り、アトリウム広場を除く 4
広場においては広場内に高低差が導入されていない。ま
照合の対象とした広場の多くで基準の充足率が 50%を大
た、アトリウム広場の高低差は 1 フロア分（4.5m程度）
きく下回り、一方では、ベンチ等の設置が過多ではない
に及び前述の基準を大きく逸脱している。一方で、アト
かと思わせるような事例（新宿三井ビル 55 ひろば）でち
リウム広場の高低差は空間の分節、見晴らしの提供に効
ょうど基準の充足率が 100%前後であったり、単純にこの
果的であると認められるほか、腰掛けとしても利用され
基準について一律に充足を求めることは妥当でないと考
ており、また、レベル差部分に設けられた立体的な花壇
えられる。一方で、1 次的座具を一切設置せずに「10m2
に 1m」の基準を充足している北 3 条広場の事例のように、 と植栽により緑と花の彩りが豊かな印象を広場に作り出
2 次的座具をうまく導入することで、空間のゆとりを保
している。
一方、表-3 に照合の結果を示した 8 広場については、
ちつつ腰掛けの充足率を高めることは十分に可能である
いずれの広場においても高低差が導入されている。
と考えられる。
これら 8 広場のうち、広場の外周にも高低差があり、
他方、大通公園では芝生のスペースが座ったりくつろ
それを反映して広場内にも高低差が導入されているのが
いだりを提供するスペースとして利用されているが、今
草津（湯路広場）と南万騎が原（みなまきみんなの広場）
回論拠としている文献 6) においては傾斜のないフラット
である（写真-3 の F）。これらの事例ではレベル差の解
な芝生を 2 次的座具としてカウントしていない。しかし
消もかねて、階段 4～5 段分がそれぞれまとめて配置され、
ながら、これを 2 次的座具に含めることや、3 次的座具
中間部分は水平な広場として確保されている。集約され
などとして定義づけることも可能と考えられる。
た高低差部分は比高 0.6～0.8m 程度であり、実際に腰掛け
これらの結果および考察を踏まえると、座具の総量の

表-3 「6. 広場内の高低差」に関する評価基準案と広場等事例の照合結果
# 広場名称

所在地

敷地外周におけ
る⾼低差
あり (約4m)

導⼊されている⾼低差
A

B

1

湯路広場

草津町/群⾺県

各⼩段間の⾼低差

2

みなまきみんなの広場

横浜市旭区

あり (約3.5m)

各⼩段間の⾼低差

3

ハルニレテラス

軽井沢町/⻑野県

あり (約1.5m)

各⼩広場間の⾼低差

4

警固公園

福岡市博多区

-

中央広場

5

新宿三井ビル 55ひろば

新宿区/東京都

-

サンクンガーデン

6

⻁渓⽤⽔広場

多治⾒市/岐⾩県

-

テラス1

7

南池袋公園

豊島区/東京都

-

サクラテラス 1段⽬

+0.6m

8

新宿駅 新南改札前広場

新宿区/東京都

-

デッキ

+0.4m

C

* 0.6〜0.8m
* 0.6m
* 0.3〜0.6m
-0.5m
-3.5m
-0.3m

あ
川に⾯した「カフェテラス」
築⼭「みはらしの丘」
ステージ

+2.5m
*A +0.9m

イベント広場

-1.2m

サクラテラス 2段⽬

+0.9m

階段デッキ1段⽬

+0.7m

え

い

い
-1.35m

川に⾯した「ひるねデッキ」

う
カフェ前テラス席
⼩広場3
階段デッキ3段⽬(最上部)

え

※ ⾼低差の欄に*Aとあるものは、Aのレベルからの⾼低差。 *とあるものは、隣あうレベルからの⾼低差。
それ以外は敷地のベースレベル(広場の外周等)からの⾼低差。

－ 50 －

う
*A +0.9m
-2.5m

え

※ ⾼低差の数値は、地形図や写真等からの推測であり、概略値。

KASAMA Satoshi、 MATSUDA Yasuaki、 YANAGIDA Momoko

-1.2m

+1.3m

写真-3 評価対象とした広場等の事例（その 2）

等としても利用され、また前述の基準に合致する。
三井 55 ひろば（写真-2 の D）と虎渓用水広場（写真-3
の G）は、サンクンガーデン状に周囲の地盤に対して段
状に彫り込まれた形状の広場である。
虎渓用水広場では、
2.5mほどになるが、
サンクンガーデンの深さは最大
広場
の外周からアクセスする場合の 1 段目は最大でも高低差
1.2m程度に抑えられている。
ただし、
三井 55 ひろばでは、
1 段目ですでに 2.5m程度の高低差がある。
南池袋公園と新宿駅新南改札前広場（写真-3 の H およ
び I）では、逆に平面の広場等において、一部分を小さ
く盛り上げて滞在滞留のためのスペースとしている。
ハルニレテラスでは、地形のなだらかな勾配にあわせ
て、階段 2～4 段分の高低差が各所に導入されており、空
間の切り替わりを演出している。最も大きい段差は、広
場に並行する川に向かって下りる 2 か所のデッキで高低
差は 1.2～1.3m程度である（写真-3 の J）。
(2) 考察
本章(1)節の結果からは、周囲の環境と切り離された空
間をつくることを意図したと考えられるハルニレテラス
の川沿いのデッキでは、前述の基準値を若干超える 1.2m
程度の高低差が導入されている（表-3 の「い」）。この
高低差は、イスに座った場合（目線の高さ：おおよそ
1.1m）にはデッキの上段を見通せない一方で、立ち上が

った場合には上段を見通せ、空間のつながりと分節を両
立する絶妙な高低差と評価できる。この 1.2mの高低差は、
鉄道駅隣接の広場でありながら、子どもたちの遊び場と
もなる噴水広場（イベント広場）を周囲から-1.2mの位置
に設けた虎渓用水広場にも共通する。
一方で、腰掛けとして利用されることを想定されてい
る高低差については、階段 2 段分あるいはそれに座板 1
枚で 0.3m～0.4m の腰掛けとしている事例が多いが、いず
れの事例でもこの 0.3m程度の段差を 2 段以上重ねて、通
路からの座面の高さが 0.6m 以上となるように段差を配
置しているのが見て取れる（表-3「あ」の湯路広場（写
真-3 の F）およびみなまきみんなの広場、同「え」の南
池袋公園および新宿駅（写真-3 の H および I））。これ
には、通路レベルから 0.3m～0.4mの段差では、これに腰
掛けた場合の目線の高さが 1.1m～1.2mとなって、周囲の
歩行者の目線（おおよそ 1.5～1.6m程度）よりも相当に低
くなり、見下ろされる関係になることが考慮されている
と考えられる。通路レベルから 0.6m程度の高さが確保さ
れていれば、目線の高さは 1.4m程度となり、周囲の歩行
者から極端に見下ろされることのない高さ（この場合の
0.1～0.2m程度とは、日常生活における身長差程度とも解
釈できる）となる。したがって、ここから導き出される、
「腰掛けとして利用される場合の高低差には、
周囲の通路
から 0.6m以上の比高を確保する」というのは、居心地の
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よい腰掛けを提供する上で、重要な留意事項と考えられ
る。
三井 55 ひろばのサンクンガーデン内に導入されてい
る高低差は、サンクンガーデン内をサブエリアに分割す
ることを意図していると考えられ、その高低差は基準ち
ょうどの 0.9mであった（表-3 の「う」）。先のハルニレ
テラスの 1.2m程度の高低差と比較して考察するに、空間
の連続性を保ちつつ空間を分節する場合には、前出の基
準どおり高低差を 0.9m程度に抑えることが好ましく、一
方で、ゆるやかに隔絶された空間を作り出すには 1.2m程
度の高低差が有効と考えることができる。

限度であることを確認したほか、空間の連続性も保ちつ
つ、周囲とゆるやかに隔絶された空間を演出する場合に
は 1.2m 程度のサンクン形状が有効であることを明らか
にした。
本研究の成果を活用しては、より魅力的な広場等の整
備の実現が期待される。本研究所においても、今後これ
らの研究成果に基づく知見を「観光地等の屋外公共空間
の診断マニュアル」などとして取りまとめ、広く提供し
ていくことを計画している。

参考文献

5．まとめ
本研究は、筆者らの過去の研究成果として得られてい
る「観光地等の広場等の設計上の配慮事項（案）」のうち
のいくつかの項目について、これまで仮に設定していた
評価基準と国内の広場事例との照合を行い、これら評価
基準案の妥当性について考察を行ったものである。
結果からは、「10. 自由な腰掛け」の項目については、
十分な数の腰掛けの導入と座具の氾濫の抑止を両立する
上で、2 次的座具の活用は極めて効果的であることを確
認したほか、既往の文献で示されていた腰掛けの量の目
安である「広場面積 10 ㎡につき延長 1m 程度の腰掛け」
は、やや過大と認められることが明らかとなった（3.章）。
「6. 広場内の高低差」に関しては、腰掛けとして利用さ
れることを想定した高低差では、比高 0.6m 程度を確保す
ることが、居心地の良い着座環境を提供する上で有効で
あることを明らかにした。また、空間を分節するための
高低差については、空間の一体感を確保した上で分節す
るには、既往の文献で示されていたとおりに 0.9m程度が

1) 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議：明日の日本を支
える観光ビジョン－世界が訪れたくなる日本へ－、2016
2) 国土交通省北海道局／平成 28 年 3 月 29 日閣議決定：北海道
総合開発計画（第 8 期）、2016
3) 国立研究開発法人土木研究所：15.2 地域の魅力を高める屋外
公共空間の景観向上を支援する計画・設計及び管理技術の開
発､平成 30 年度 研究開発プログラム報告書､2019
https://www.pwri.go.jp/jpn/results/report/report-program/2018/report-progr
am2018.html
4) 首相官邸：令和 2年 12 月 3 日 観光戦略実行推進会議、
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202012/03kanko.html
5) 笠間聡、松田泰明：観光地等における広場的空間のあり方に
関する研究 －事例との照合による「広場等の設計上の配慮
事項」の検討と考察－、寒地土木研究所月報、第 812号、
pp.14-21、2020
6) クレア・クーパー・マーカス（湯川利和、湯川聡子共訳）：
人間のための屋外環境デザイン、鹿島出版会、1993
7) 堀繁（講話）：堀繁講話集 景観からの道づくり －基礎から学
ぶ道路景観の理論と実践－、大成出版社、2008

KASAMA Satoshi、 MATSUDA Yasuaki、 YANAGIDA Momoko
－ 52 －

