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筆者らは、令和3年度までの期間、観光地の屋外公共空間を構成する要素と観光地の魅力の関係に関する研究を
行い、これを通じ、「観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間のパターン」を明らかにした。これは、検討対象
とする観光地の規模を「個々の滞在空間」「徒歩圏規模の観光地単位」「広域的な観光エリア」の3区分とした上で、
その魅力向上に寄与するような屋外公共空間のデザイン上の配慮事項を、事例分析等をもとに明らかにし、計31項
目に取りまとめたものである。本稿では、このうちの「個々の滞在空間」を対象とした「観光地の魅力向上に寄与
する屋外公共空間のパターン」の項目について、その研究および検討の経緯を報告する。

観光地等の屋外公共空間においては、これらの「パターン」への適合を各項目ごとに評価診断することで、当該
屋外空間における課題の抽出が可能であり、また改善案を具体に検討する際の支援ともなる。研究成果をもとに、
各「パターン」の項目について、適合状況の診断の基準と診断の例、実際の空間改善にあたり参考となる空間整備
事例などを取りまとめて、技術資料「観光地等の屋外公共空間の診断マニュアル」として提示した。

《キーワード：観光地；観光振興；屋外公共空間；景観改善；空間デザイン》

These years until FY 2021, we have conducted research on the elements comprising outdoor public spaces 
in tourist destinations that affect to the attractiveness of tourist destinations in which the outdoor public spaces 
are located.  And through the research and case analysis on such outdoor public spaces in Japan and abroad, 

“patterns of outdoor public spaces that contribute to improving attractiveness of the tourist destinations” were 
derived.  These “patterns” were describing manners in designing outdoor public spaces as to contribute to more 
attractive tourist destinations.  The “patterns” we derived were 31 pieces in total and divided into three groups 
based on the size of outdoor public spaces considered as each case. These three groups were (1) smaller outdoor 
public space units as each squares or plazas, (2) tourist destination units divided into within walking distance, 
and (3) regional tourist areas that were travelled around by cars.  

And “Design and assessment guidelines for outdoor public spaces in tourist destinations” were compiled 
based on the “patterns” and providing diagnostic criteria, case studies of diagnosis of some actual outdoor public 
spaces and design references picked up from the cases of outdoor public spaces that match to descriptions on 
the “patterns”.

《Keywords : Tourism Promotion, Renewal of Tourist Destinations, Outdoor Public Spaces, Landscape Design》 
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「観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間のパターン」に関する
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１．はじめに

１．１　研究の背景と概要

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、観光振興や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
ける滞在時間向上を考える上で、景観や空間の質や機
能は非常に重要である4)（写真－1）。しかしこの点で
日本の観光地は海外の観光地に大きく見劣りしている
のみならず、実施されている改善の取り組みの面でも
効果的なものとなっていない事例がみられる。これに
は、魅力的な観光地を実現するのに真に必要な取り組
みや、その優先順位の判断が容易ではなく、これに必
要な知見や技術の確立がなされていないことも一因と
なっていると考えられる。

そこで筆者らは、滞在型観光を念頭に、魅力的な観
光地の条件を屋外公共空間の面から明らかにすること
を目的とした研究に、平成27年度から令和3年度まで
の期間、取り組んできた。これにより、観光地等にお
ける屋外公共空間の課題の抽出を可能とし、効果的か
つ効率的な屋外公共空間の整備・改善手法の立案を支
援するものである。

これらの研究の成果の要点は、「観光地の魅力向上
に寄与する屋外公共空間のパターン」と名付けた魅力
的な観光地の屋外公共空間に求められる要件のリスト
と、それをもとに取りまとめた技術資料「観光地等の
屋外公共空間の診断マニュアル」5)である。これらに
ついて１．２節で詳述する。

１．２　本研究の成果と本稿の位置づけ

本研究において明らかにした「観光地の魅力向上に
寄与する屋外公共空間のパターン」とは、観光地の魅
力向上に寄与すると考えられる、観光地の屋外公共空
間の要素・要因などの条件を、事例分析等を通じて明

らかにしたものである。ここでいう「パターン」とは、
観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間の要素・要
因などの「パターン」の意味で、C.アレグザンダーの
提唱した「A Pattern Language」（パターン・ランゲ
ージ）6)の概念を採用したものである。

この「屋外公共空間のパターン」には、調査分析を
通じ、検討対象とする観光地の範囲を「個々の滞在空
間」「徒歩圏規模の観光地単位」「広域的な観光エリア」
の3スケール区分（写真－2、図－1、写真－3）とした
上で、計31項目を整理した（表－1、図－2、図－3）。

一方の技術資料「観光地等の屋外公共空間の診断マ
ニュアル」では、この「屋外公共空間のパターン」を
ベースに、観光地の屋外公共空間の評価・診断手法を
提示した。これは、各観光地において「屋外公共空間
のパターン」の各項目への適合の状況について評価し、
屋外公共空間の課題を抽出するための、評価基準・評
価手法を提供したものである。また、それらの屋外公
共空間の具体の改善を進めるにあたって、参考になる
であろう空間事例を国内外から収集し、各パターンの
項目に合致する部分の解説とともに事例集として提示

写真－1　海外の観光地の屋外公共空間の一例

   　　(フランス、ラ・ロシェルの街角)

写真－2　検討対象とする観光地の範囲のスケール区分①

  　　　　「個々の滞在空間」のイメージ
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した。
これらの「屋外公共空間のパターン」の抽出・整理

の経緯については、部分的には学会論文等で発表7)～13)

を行ってきたほか、全体の概要は土木研究所・研究成

果報告14)にて、報告を行ってきたところである。しか
しながら、前者は断片的である一方、後者は概要しか
報告できておらず、一部、検討の経緯について報告し
きれていない部分があった。これについては「診断マ

 区分 パターン 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。  基) ⾏き⽌まりの⽴地になく、主要な経路上あるいはそれに接して置かれていること。
  基) 特に、観光地あるいは地域の中核の位置に広場が⽴地していること。

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。
　代) これが達成できない場合には、特に11,13,14を考慮する。

3. 広場の焦点 … 空間構成上の焦点となるような場所があり、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
　限) 規模の大きな広場の場合に考慮する

4. 多様な小空間 … 広場内にいくつかの環境の異なる小空間を設け、利⽤者の興味にあわせて利⽤できるようにする。
　限) 規模の大きな広場の場合に考慮する

5. ふと⽴ち寄りたくなる境界部 … 広場の⼊り⼝部分に、ふと利⽤したくなる施設や環境があり、利⽤者を広場に引き込むようなデザインがあること。
  基) 柵や階段は、境界から引いた位置に設ける。 柵や階段の⼿前に、気軽に利⽤できる魅⼒的な滞在空間を設ける。

6. 適正な密度感 … 空間が適切に区分され、適度な密度感が創出され、楽しい⼈間的なスケールが実現されていること。
  基) 広場の幅は、樹⽊等により22〜25m以内に区切る。 芝⽣等の公園的な広場ではそれ以上も許容されるが、樹⽊等によるD/Hが3以下になるようにする。

7. 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。
　基) 腰掛けとする場合は座面高さを周囲の通路から+60cm程度とする。 120cm程度の高低差は、下から上への⾒通しを適度に遮る効果がある。

8. 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。 様々な姿勢で利⽤できるような、大型の座面を持つ腰掛けも検討する。
階段や段差などの腰掛けとしても利⽤できる高低差を、座れる場所の数の確保のためにうまく活⽤する。

9. 守ってくれるもの … 休憩・滞在のための空間には、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。 広場に置かれるベンチの側には、樹⽊や照明などの「よりどころ」が添
えられていること。　基) 何かを囲む形のベンチ(テーブルのあるベンチ、円形に配置されたベンチ)についてはこれを必要としない。

10. 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。
　限) 広場内の往来が多い場合に考慮する。

11. 適切な植栽の配置と管理 … 緑陰と⽊漏れ⽇を提供する⾒上げる高さの樹⽊や、不要な⾒通しや風を遮る樹⽊があり、⼀⽅で不意に⾒通しを遮るような樹⽊のないこと。
　代) 2.が達成できていない場合には、特に考慮する。

12. 豊かな素材とディテール … 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。

13. 広場を彩るもの … 季節の草花や、風にはためく布や幕、旗などによって、広場が彩られていること。
　代) 2.が達成できていない場合には、特に考慮する。

14. 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、活動する⼈々など
　代) 2.が達成できていない場合には、特に考慮する。

15. 飲食機会の提供 … 露店、キオスク、屋外カフェ、テイクアウトの飲食店等が、広場内や隣接する場所、または⾒通せる範囲にあること。

 空間運営 16. 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。
　限) 空間に十分な余裕がある場合に考慮する。

  概要欄中記号凡例  --   基) より具体の評価の基準を示す　　代) 他の項目の達成により代替できる　　限) 特定の広場等においては必ずしも達成を必要としない

   ⽴地

 空間構成

 構成要素

図－1　検討対象とする観光地の範囲のスケール区分②

「徒歩圏規模の観光地単位」のイメージ

写真－3　検討対象とする観光地の範囲のスケール区分③

「広域的な観光エリア」のイメージ　
　　　　(出典：北海道公式観光サイト HOKKAIDO LOVE!)

表－1　「個々の滞在空間」に関する「観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間のパターン」の項目の一覧
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ニュアル」本編においても、診断マニュアル自体を運
用するには不要な情報であるため、記述を割愛してい
る部分である。

そこで本稿は、要点を絞り、「屋外公共空間のパタ
ーン」の抽出・整理の経緯の一部について、既報で報
告しきれていない部分を報告ならびに解説するもので
ある。本稿では、前述の観光地の3つのスケール区分
と、それに対応する「観光地の屋外公共空間のパター
ン」のうち、「個々の滞在空間」に関するもの（表－1）
の検討経緯について詳述する。

２． 「個々の滞在空間」に関する「屋外公共空間のパ

ターン」の候補項目の抽出

２．１　パターンの候補項目の抽出

「個々の滞在空間」に関するパターンの候補項目の
抽出は、既往文献における記述の収集整理により行っ
た。

抽出の対象としたのは、広場や街路、屋外空間の設
計手法について論じた国内外の文献資料、計10資料（表

－2）とした。当該資料から、広場等の計画および設
計に関する記述を個別に抽出して分類整理を行い、表

－3に一覧する15項目を得た。表－4に、このうちの分
類項目の一つと、抽出・分類整理された記述の一覧を
一例として示す。

２．２　候補項目の広場事例との照合と考察

次に、２．１節により抽出された「個々の滞在空間」
に関するパターンの候補項目（表－3）について、国
内外の広場等の優良整備事例との適合の確認を行い、
これら候補項目の妥当性の考察を行った。適合の確認
に用いた広場等の優良整備事例は、国内外の表彰事例
等をもとに抽出を行った51の事例（表－5）である。
適合の確認結果の一例を表－6に、要約を表－7に示す。

結果からは、候補として設定した15項目と比較して
は、広場の優良設計事例であっても、平均すると適合
度はさほど高くない。平均で約8点、最低は旧佐渡鉱
山遺構広場（新潟県佐渡市）の2点で、そのほか、三
角東港広場（熊本県宇城市）やメリケンパーク（兵庫
県神戸市）などで適合度が低かった。一方で、平均が

図－2　「徒歩圏規模の観光地単位」に関する「観光地の魅力向上に寄与する屋外公共空間のパターン」の項目と概要

沿道施設

象徴景

ルート上の風景体験

ルートへの来訪意欲
への影響の程度

ルートの魅⼒評価
への影響の程度

眺望・風景体験

滞在サービス

眺望に優れた区間の延⻑/⽐率

眺望を阻害する道路附属物

地形に調和しない道路構造物

風景のアクセントとなる要素

景観阻害要素

大 大
小 小

図－3　 「広域的な観光エリア」における「屋外公共空間の

パターン」が、観光地の評価に与える影響
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約8点であることから、15項目のうち半数程度は平均
的に達成されていると読むこともできる。

全体的には、前述の三角東港広場、メリケンパーク、
あるいは油津堀川運河広場（宮崎県日南市）などの水
辺沿いの広場などで適合度が低く、一方で、虎渓用水
広場（岐阜県多治見市）の13点、中之島公園（大阪市
北区）の12点、近畿大学洗心の庭（大阪府東大阪市）
の11点など、人の自然と集まる場所にある広場で適合
度が高かった。これらのことから、当該広場等の立地
やそれによる利用密度の違いなども、パターンの候補
項目に対する適合度に影響していると考えられる。

表－7は、パターンの候補項目ごとに適合する事例

No 書名 著者名 発⾏ 刊⾏年
下段︓原著 下段︓原著

1 パタン・ランゲージ クリストファー・アレグザンダー ⿅島出版会 1984
A Pattern Language 平田翰那訳 1977

2 広場のデザイン「にぎわい」の都市設計５原則 小野寺康 彰国社 2014

3 街路の景観設計 土木学会編 技報堂出版 1985

4 街のデザイン︓活気ある街づくりのシナリオ シリル・B. ポーマイア ⿅島出版会 1993
Designing the successful downtown 1988

5 街並みの美学 芦原義信 岩波書店 1990

6 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 堀繁講和集 堀繁 2008

7 人間のための屋外環境デザイン クレア・クーパー・マーカス ⿅島出版会 1993
People places : design guidelines for urban open space 湯川利和、湯川聰⼦共訳 1990

8 庭園の詩学 チャールズ・W. ムーア ⿅島出版会 1995
The poetics of gardens 有岡孝訳 1988

9 場のデザイン 槇文彦、三谷徹 彰国社 2011

10 復刻版 ⽇本の広場(復刻版) 都市デザイン研究体 彰国社 2009
⽇本の広場 1971

表－2　広場の設計技術・設計理論に関する記述の抽出対象とした文献等の一覧

検討単位 記述の分類 / パターンの候補項目 項目に該当する既往⽂献における記述の⼀例・要約
1. 適正な密度感の創出  広場の適正規模、21m以下の広場。 大きな広場はサブ空間に分割する。
2. ⾃然と利⽤される場所  多くの人々に頻繁に利⽤される。 通り抜け空間。 通り過ぎる場であり、とどまれる場。
3. 象徴的な場所  広場に中⼼がある。 ランドマークやシンボルへの意識。 間の抜けた空間としない。
4. 水面や景観資源への眺望  特徴的な物的資産。 水辺に向かって開けた眺望。 景色の借⽤、借景。 ビスタ。
5. 広場内の高低差 サブエリアをつくるレベル変化の導入。 レベル相互の視覚的なつながり。 特別な場所としての小高い場所。
6. 境界部のつくり方 ジョイントの役割を持つ境界部。 外部を眺めることができる端部、内部を眺めることができる端部。
7. 守ってくれるもの 入り隅の空間。 もたれるもの、ウォールや樹木。 ⽇よけ、風よけ。
8. 空間(シークエンス)の構成/ストーリー 空間を1回閉じることによる、奥との関係性、期待感。 広場の奥⾏き。
9. 通路(歩道)と溜まり(広場)の分離 歩道とは異なる広場の空間、領域であることを演出。 舗装の変化、植栽、ボラード、プランター、レベルの変化。

10. ⾃由な腰かけ  腰掛けの数、10㎡につき幅1m。 腰掛けの多様性、ベンチ以外の腰掛け。 腰掛けの配置。
11. 豊かな/温かみのある素材  質の高い材料、質の高い維持管理。　残された歴史的個性を基調にイメージを整える。 木製のベンチ。
12. 広場内の目を楽しませるもの  魅⼒的な興味の中⼼。 噴水、水景。 遊べるアート。 パフォーマンスやイベントスペース。
13. 「となりの」にぎわい フードサービス、カフェ。 露店で買い求めた⾷物を⾷べる快適な婆所。 移りゆく世界をのんびり眺める機会。
14. 植物・植栽・緑の適切な配置と管理 緑のボリューム。 眺めの確保と⽇陰の創出に配慮。 多様な⼀年草・多年草・灌木・樹木。 色彩や匂い。

空間運営 15. にぎわいの運営 イベント、マーケットのためのスペース。 人々を惹きつける、魅⼒的なカラー、シェルターとテント。

空間構成

空間構成
〜空間構成要素

空間構成要素

表－3　既往の文献等から抽出された広場の計画・設計に関する記述の分類整理

表－4　抽出された記述の分類整理の一例
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の数を集計して示したものである。候補項目全体とし
ての適合度が50%程度であることのほか、特に、3.象
徴的な場所、6.境界部の作り方、8.空間の構成/ストー
リーなどの項目（表－７中、青字の項目）で適合度が
低いことが読み取れる。これらの項目の妥当性などに

ついて、以降、２．３節および２．４節で分析と考察
を行った。

２．３　広場のタイプ区分と適合度

前節の分析と考察の結果を踏まえ、広場事例をいく
つかにタイプ分類した上で、再度、パターンの候補項
目と広場事例の適合度の把握を行った。
２．３．１　広場のタイプ区分の設定

まず、広場等のタイプについては、これまで分析に
用いてきた51事例（表－5）を、表－8のとおり、観光
地や市街地など来訪者が多く集まるエリアに立地し、
その空間自体が当該エリアを訪れる目的になることは
なく、何かのついでに利用されることになる「広場」

（表－8中の区分A）と、それよりは観光地や市街地の
辺縁部に立地し、その空間に訪れることをメインの目
的としてその場所を訪れ、その場所への滞在がその日
の最終目的地となることもあるような空間を「公園等」

（表－8中の区分B）として区分することとした。
また、このうちの「A.広場」については、その規

模から、おおよそ一辺100m程度までの規模を想定し、

調査対象事例(広場等)の⼀覧

1. 富⼠⼭本宮浅間⼤社 神⽥川ふれあい広場(静岡県富⼠宮市)、 2. 北3条広場(札幌市)、 3. ログロード代官⼭(東京都渋⾕区)、 4. ⾏幸通り(東京都千代⽥区)、 5. 警固公園(福岡市)、
6. ハルニレテラス(⻑野県軽井沢町)、 7. 旧佐渡鉱⼭ 北沢地区⼯作⼯場群跡地広場・⼤間地区⼤間港広場(新潟県佐渡市)、  8. 中之島公園(⼤阪市)、  9. 油津 堀川運河(宮崎県⽇南市)、
10. ⻑崎⽔辺の森公園・⽔辺のプロムナード(⻑崎市)、 11. ⽊津川遊歩空間「トコトコダンダン」(⼤阪市)、 12. 近畿⼤学本部キャンパス 洗⼼の庭(⼤阪府東⼤阪市)、 13. ⽯⼭緑地(札幌市)、
14. 城崎温泉 ⽊屋町⼩路・三⼗三間広場(兵庫県豊岡市)、 15. 湯畑広場・湯路広場(群⾺県草津町)、 16. 道後温泉本館周辺地区(愛媛県松⼭市)、 17. 象の⿐パーク(横浜市)、
18. ドゥオモ広場・チステルナ広場(イタリア・サンジミニャーノ)、 19. カンポ広場(イタリア・シエナ)、 20. コンドッティ通り・スペイン広場(イタリア・ローマ)、 21. ペイリーパーク(アメリカ・ニューヨーク)、
22. 新宿三井ビル55ひろば(東京都新宿区)、 23. みなとみらいグランモール軸(横浜市)、 24. みなとみらいグランモール軸・再整備後(横浜市)、 25. 神⼾メリケンパーク(神⼾市)、
26. 東急プラザ 表参道原宿 おもはらの森(東京都渋⾕区)、 27. 姫路駅北駅前広場(兵庫県姫路市)、 28. 六本⽊ヒルズ66プラザ(東京都港区)、 29. マーチエキュート神⽥万世橋(東京都千代⽥区)、
30. 丸の内ブリックスクエア 三菱⼀号館広場(東京都千代⽥区)、 31. 東京国際フォーラム 地上広場(東京都千代⽥区)、 32. 数寄屋橋公園(東京都中央区)、
33. ベルテラスいこま ベルステージ(奈良県⽣駒市)、 34. うめきた広場(⼤阪市)、 35. みなまきみんなの広場(横浜市)、 36. ⻁渓⽤⽔広場(岐⾩県多治⾒市)、 37. 三⾓東港広場(熊本県宇城市)、
38. 天王寺公園 てんしば(⼤阪市)、 39. Renovation of Skanderbeg Square(アルバニア)、 40. Rearrangement of Ljubljanica riverbanks(スロベニア)、 41. centrum.odorf(オーストリア)、
42. Superkilen(デンマーク・コペンハーゲン)、 43. 天理駅前広場 コフフン(奈良県天理市)、 44. アンドレシトロエン公園(フランス・パリ)、
45. Diana Princess of Wales Memorial Fountain(イギリス・ロンドン)、 46. 南池袋公園(東京都豊島区)、 47. ラブジョイプラザ(アメリカ・ポートランド)、
48. 新宿駅新南改札前 Suicaのペンギン広場(東京都新宿区)、49. The High Line(アメリカ・ニューヨーク)、 50. 東京ミッドタウン(東京都港区)、 51. レピュブリック広場(フランス・パリ)

検討単位 適合度
1. 適正な密度感の創出 35 68.6%
2. ⾃然と利⽤される場所 34 66.7%
3. 象徴的な場所 13 25.5%
4. 水面や景観資源への眺望 24 47.1%
5. 広場内の高低差 34 66.7%
6. 境界部のつくり方 10 19.6%
7. 守ってくれるもの 25 49.0%
8. 7 13.7%
9. 19 37.3%
10. ⾃由な腰かけ 39 76.5%
11. 豊かな/温かみのある素材 46 90.2%
12. 広場内の目を楽しませるもの 25 49.0%
13. 「となりの」にぎわい 25 49.0%
14. 36 70.6%

空間運営 15. にぎわいの運営 19 37.3%
15項目平均　 26.1 51.1%

51事例における
適合件数

空間構成

空間構成
〜空間構成要素

空間構成要素

空間(シークエンス)の構成/ストーリー

植物・植栽・緑の適切な配置と管理

通路(歩道)と溜まり(広場)の分離

空間計画・設計上の配慮事項
の試案

表－6　15の候補項目と51の優良広場事例との照合結果の一例（抜粋）

表－7　候補項目と広場の優良整備事例の照合結果の概要

表－5　適合の確認に用いた広場等の優良整備事例の一覧



8 寒地土木研究所月報　№836　2022年10月

広場の中に性格の異なるサブ空間が設けられていない
「A-1.一団の規模または構成の広場」、それよりも大き
な「A-2.複合的な規模・構成の広場」、「A-3.遊歩道的
な連続性をもつ広場」に3区分した。さらに、このう
ちのA-1の区分の広場については、「4.水面や景観資源
への眺望」に適合するものとそうでないものを抽出し
て集計することとし、「A-4.眺望に優れた広場」と「A-5.
眺望には特異なものがない広場」の2区分での集計を
行った。
２．３．２　広場のタイプ区分別の適合度と考察

前節のタイプ区分に基づき、パターンの候補項目と
広場事例の適合を確認した結果を、表－8に一覧した。

これによると、「B.公園等」に該当する広場では15
の候補項目のうち、「2.自然と利用される場所」「13.と
なりのにぎわい」「15.にぎわいの運営」の項目の適合
度が低く、また、「1.適正な密度感」の適合度も低く
なっているが、これらは前述した「B.公園等」の区分
のそもそもの特性と言える。

一方、表－8の区分A-1からA-3までの比較では、も
ともと該当事例が少なめだった「3.象徴的な場所」「9.通
路と溜まりの分離」の項目が、A-2の区分では、該当

事例が比較的多くなっていることが確認できる。ま
た、A-2の区分では、他に「10.自由な腰掛け」や「12.
広場内の目を楽しませるもの」の項目も、「A-1.一団
の規模または構成の広場」の区分よりも該当事例が多
くなっている。したがってこれらの項目は、比較的小
さな規模の広場では徹底が困難なケースもあるもの
の、空間的な余裕が十分にある場合には達成が望まし
い項目と考察できる。
「A-3.遊歩道的な連続性をもつ広場」については、

項目によって、区分A-1に近いものと、区分A-2に近
いものの双方が混在しているように見受けられる。

「3.象徴的な場所」「9.通路と溜まりの分離」などの項
目が区分A-1に近いのは、A-3に区分される広場でも
空間の幅には余裕がないことを反映していると考えら
れ、一方、「10.自由な腰掛け」などの項目の適合度が
区分A-2に近いのは、広場等の全体の面積としては比
較的余裕があることを反映していると考えられる。

区分A-4とA-5の比較からは、A-4.眺望に優れた広場
（区分Aの事例のうち、「項目4.水面や景観資源への眺
望」に合致する事例）の区分では、「5.広場内の高低差」
や、「7.守ってくれるもの」、「9.通路と溜まりの分離」、

集計区分 A B A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

検討単位 全体 広場 公園等
*1

一団の規模
または構成
の広場 *2

複合的な
規模・構成
の広場 *3

遊歩道的な
連続性をも
つ広場 *4

眺望
に優れた
広場

眺望には
特異なもの
がない広場

備考・考察

N=51 N=42 N=9 N=26 N=10 N=6 N=18 N=24

1. 適正な密度感の創出 68.6 73.8 44.4 69.2 80.0 83.3 77.8 70.8 「公園」的な利用形態の空間では、該当する事例が少なくなる。

2. 自然と利用される場所 66.7 76.2 22.2 76.9 80.0 66.7 72.2 79.2 「公園」的な利用形態の空間では、該当する事例が少なくなるが、立地が
大きく影響している。

3. 象徴的な場所 25.5 21.4 44.4 15.4 40.0 16.7 27.8 16.7 該当例は少なめだが、規模の大きな広場や公園では、やや多く採用され
ている。

4. 水面や景観資源への眺望 47.1 42.9 66.7 42.3 40.0 50.0 100.0 0.0 ・・分析結果に特筆すべきことはないが、うまく活用すべきと考えられる。

5. 広場内の高低差 66.7 66.7 66.7 69.2 70.0 50.0 55.6 75.0 ・・分析結果に特筆すべきことはないが、うまく活用すべきと考えられる。

6. 境界部のつくり方 19.6 19.0 22.2 19.2 20.0 16.7 16.7 20.8 > 採用されている事例は少なく、広場タイプによる傾向の違いなども見当
たらない。事例等で要検証。

7. 守ってくれるもの 49.0 52.4 33.3 53.8 40.0 66.7 33.3 66.7 ・・分析結果に特筆すべきことはないが、うまく活用すべきと考えられる。

8. 13.7 16.7 0.0 15.4 20.0 16.7 22.2 12.5 > 全体的に該当する事例が少ない。記述内容の見直しが必要と考えら
れる。

9. 37.3 33.3 55.6 26.9 50.0 33.3 16.7 45.8 該当例は少なめだが、複合的規模の広場や公園などで、該当する事例
が若干多い。

10. 自由な腰かけ 76.5 76.2 77.8 69.2 90.0 83.3 72.2 79.2 該当例は多い。特に、複合的規模の広場で、該当する事例が多い。

11. 豊かな/温かみのある素材 90.2 88.1 100.0 88.5 90.0 83.3 88.9 87.5 > 多くの事例で当然のように採用されているが、一方で、その効果や必要
性については要検証。

12. 広場内の目を楽しませるもの 49.0 45.2 66.7 38.5 80.0 16.7 33.3 54.2 噴水や水景のケースが多い。規模の大きな広場では多く採用されている。

13. 「となりの」にぎわい 49.0 57.1 11.1 65.4 50.0 33.3 55.6 58.3 「公園」的な利用形態の空間では、該当する事例が少なくなる。

14. 70.6 66.7 88.9 57.7 70.0 100.0 44.4 83.3 該当例は多い。特に、規模の大きな広場であるほど、植栽が充実する傾
向にあるとみて取れる。

空間運営 15. にぎわいの運営 37.3 40.5 22.2 42.3 40.0 33.3 33.3 45.8 該当例は少なめ。特に、'「公園」や「散策路」としての利用が想定された
空間では、該当事例が少ない。

空間計画・設計上の配慮事項
の試案 (H30)

空間構成

空間構成
～空間構成要素

空間(シークエンス)の構成/ストーリー

通路(歩道)と溜まり(広場)の分離

空間構成要素

植物・植栽・緑の適切な配置と管理

単位  %  (適合する事例の割合)

字体  赤・太  75 以上 赤  50 以上 青  25 以下

網掛け   対となる広場タイプの場合と比較して顕著に高く(おおよそx2以上)、
 集計区分:全体と比較しても十分に高い(おおよそx1 5以上)
 対となる広場タイプの場合と比較して顕著に低く(おおよそx0 5以下)、
 集計区分:全体と比較しても十分に低い(おおよそx0 7以下)

*1 象の鼻パーク/横浜市、石山緑地/札幌市、メリケンパーク/神戸市、トコトコダンダン/大阪市、など
*2 警固公園/福岡市、虎渓用水広場/多治見市、南池袋公園/豊島区、丸の内ブリックスクエア・一号館広場/千代田区、など
*3 天理駅前広場コフフン/天理市、ハルニレテラス/軽井沢町、中之島公園/大阪市、グランモール公園/横浜市、など
*4 ログロード代官山/渋谷区、行幸通り/千代田区、The High Line/ニューヨーク、東京ミッドタウン・ミッドタウンガーデン/港区、など

表－8　広場等のタイプ別の15の候補項目との照合結果
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「12.目を楽しませるもの」、「14.植栽」などの項目の適
合度が低いことがわかる。区分A-4のような眺望面で
優れたものを持つ広場では、眺望や景観資源を最大限
に活かした空間づくりのため、前記のような項目の達
成にこだわらない傾向があるものと考えられる。逆
に、A-5.眺望には特異なものがない広場（A-4に該当
しない広場）では、母体である区分Aの傾向と比較し
ても、「7.まもってくれるもの」、「9.通路と溜まりの分
離」、「12.広場内の目を楽しませるもの」などの項目
の達成度が高く、丁寧な空間づくりが志向されている
と読み取ることができる。

２．４　ここまでの分析のまとめ

以上の分析から、表－3の15の候補項目については、
表－7のとおり、多種多様な広場のタイプを一括した
ままで広場事例との適合度を確認すると、適合度が5
割程度となる項目が4項目、それ以下となる項目が5項
目と多数にのぼるが、表－8のように広場のタイプを
限定した上で適合度を確認すると、多くの項目で適合
度が改善するケースのあることがわかった。

いずれのタイプの広場等でも適合度が高いのは、表

－8のうち1、2、5、10、11、14の6項目であり、一方で7、
9、12、13の4項目は特定のタイプの広場等で適合度が
高い。

残る5項目のうち、項目4と15は、区分Bを除くと、
全体あるいはいずれのタイプでも5割に届くか届かな
いかであるが、立地や広場の規模、広場等の利用状況
等で達成が困難なケースはあるであろうものの、達成
によって広場や観光地の魅力向上に貢献することは明
らかである。また、項目3は全体として適合度が低い
ものの、規模の大きな広場等に限れば多少なり適合度
が高くなってくる。広場等の空間の構成の仕方として
一つの選択肢といえるであろう。

表－8のいずれのタイプでも適合度が低いのは、残

る、「6.境界部のつくり方」と「8.空間の構成/ストー
リー」である。これらは個別のデザイン事例等とつき
あわせることで、これらの妥当性や必要性について検
討していくこととした（３．章）。

３．個別事例との照合による候補項目の妥当性の検証

前節２．４にて分析の考察をまとめたとおり、表－

8の15の候補項目のうちの「6.境界部のつくり方」と
「8.空間の構成/ストーリー」については、広場のタイ
プを限定した場合でも、広場事例との適合度が低く、
妥当性に疑念が残る状況であった。そこで、これらの
2つの項目に該当する事例を個別に分析することで、
その妥当性について再度検討を行うこととした。

３．１　空間の構成・ストーリー

本項目、「空間の構成・ストーリー」に該当する事
例は、前述の51事例（表－5）のうち、ハルニレテラ
ス（長野県軽井沢町）、中之島公園（大阪市）、虎渓用
水広場（岐阜県多治見市）、てんしば（大阪市）、東京
ミッドタウン（東京都港区）、新宿三井55ひろば（東
京都新宿区）、南池袋公園（東京都豊島区）の7事例の
みであった（表－7）。

このうち、南池袋公園と新宿三井55ひろばは、東京
都心部の商業業務地域において、樹林あるいはオーバ
ーブリッジによるゲートをくぐりぬけた先に、外界か
らは隔離された憩いのオープンスペースが広がってい
る事例である。てんしばもこれに類似したもので、ゲ
ートの役割をモール型商業施設が果たしている（写真

－4）。
ハルニレテラスと虎渓用水広場は全体としても小さ

な広場でありながら、その中にさまざまな特徴の小空
間を高低差や水路、デッキの分節などで作り出してい
る。中之島公園と東京ミッドタウンは規模の大きな公

写真－4　「空間の構成・ストーリー」の項目に該当する事例　　

　　　　　左：南池袋公園、中：新宿三井55ひろば、右：てんしば
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園的広場空間を、エリア分けしてそれぞれに個性をも
たせて整備した事例である。

以上の分析によると、いずれの事例も、異なる性格
の空間を複数組み合わせることで、回遊に伴う空間の
展開を楽しめるようにされており、利用者それぞれに
居心地のよいと感じる環境を選べるようになってい
る。また、一部の事例では、開放的な内部と対になる
密度感のある境界領域が、広場外部との結界の役割を
果たしている。居心地の良い滞在空間という点では、
着目すべき空間構成上の工夫と認められ、したがって

「空間の構成・ストーリー」という候補項目について
も、上述の内容を反映するよう項目名や評価内容を修
正した上で、広場の魅力向上に効果的な設計技術とし
て今後とも提案に含めることとした。

３．２　境界部のつくり方

「境界部のつくり方」に関しては、２．１節で当初
収集対象とした既往文献における記述では、表－9の
ような記述があったところである。

表－9にても整理を試みているとおり、ここでの要
点は、「広場の中と外を結びつける」「アクセスのしや
すさ」といった事柄への配慮がひとつにはあり、その
具体の方法として、広場境界部に「座る場所を設ける」
などのアイデアが示されている。そのほか、広場と周
辺のレベルに高低差がある場合の取扱いや、建物との
隣接部の扱いに関する記述が抽出されている。

これらの記述整理に合致する事例としては、表－5

の51事例からは、広場の境界部に積極的にベンチの配
置を行っている事例として、トコトコダンダン（大阪
市）、Place de la Republic（フランス・パリ）などが
該当する。また、表－5には含まれない事例には、広
場の入口部分にシンボルツリーとサークルベンチを設
けたイケサンパーク（東京都豊島区）の事例が見つか
る（写真－5）。

そのほか、同じく表－5に含まれない事例であるが、
大通公園（札幌市）では、広場の境界部の全幅によく
手入れされた花壇を配置しており（写真－5）、これも

表－9　「境界部のつくり方」に分類される記述の一覧

写真－5　「境界部のつくり方」の項目に該当する事例

上段左：トコトコダンダン、中：Place de Republic、右：イケサンパーク

下段左：大通公園、中：ゆいの広場ひらり、右：虎渓用水広場
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広場の境界部を特に魅力的に仕上げることで、表－9

で抜粋した記述などにある「広場の中と外を結びつけ
る」「人を惹きつける」などの効果を生んでいると見
てとれる。

広場と周辺のレベルに高低差がある場合の事例とし
ては、高低差をエントランスから引いた位置で処理し
ている、ゆいの広場ひらり（山梨県山中湖村、写真－

5）の事例が見つかり、ここでは図－4に示すような広
場への立ち寄りやすさを向上するような効果を生んで
いると読み取れる。また、表－5の51事例にもある虎
渓用水広場（岐阜県多治見市）では、サンクンガーデ
ン状の広場中央部に対して、外部に近いレベルに小広
場を設け、外部から利用しやすい境界部の空間として
いる（写真－5）。

以上のことから、表－3の「境界部のつくり方」の
項目については、広場の気軽な利用を促すものとして
重要な効果の認められる項目と考えられ、項目名をよ

りわかりやすいものに改めながら、本節で例示したよ
うな個別事例についての分析例を詳述し、項目として
は存続することとした。

４．「パターン」の取りまとめとレシピ

２．３節および３．章に示した分析の結果を踏ま
え、「個々の滞在空間」の空間スケールにおける「屋
外公共空間の魅力向上に寄与するパターン」について
は、表－3に示した当初15の候補項目を再整理し、冒
頭の表－1の16項目に整理することとした。

この際、表－3の15項目のうち「となりのにぎわい」
の項目は、飲食等を提供することによる広場等への来
訪や滞在の機会増を意図した「飲食機会の提供」と、
それらの店舗やキオスクが設置するパラソルやフラッ
グ、サインなどが色とりどりに広場を華やぐ効果とし
て「広場を彩るもの」に区分することとし、全体で16

図－4　「境界部のつくり方」に該当する事例（レシピ）の一例
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項目となった。また、項目「空間（シークエンス）の
構成/ストーリー」と「境界部のつくり方」は、３．１

節および３．２節の分析結果を踏まえ、記述の内容を
見直したほか、項目名もそれぞれ、表－1に示すとお
り「4.多様な小空間」と「5.ふと立ち寄りたくなる境
界部」に改めることとした。加えて、「パターン」の
各項目の趣旨にあわせて、その他いくつかの項目の
名称を見直した（表－1における項目「3.広場の焦点」
や「12.豊かな素材とディテール」など）。

また、各観光地の屋外空間等において、表－1に示
すような条件を満たす滞在空間・広場空間の実現を支
援するものとして、図－4のような具体事例を、研究
成果を取りまとめた技術資料「観光地等の屋外公共空
間の診断マニュアル」においては「レシピ」と呼び、
提案する「パターン」を具現化するためのアイデア集
として提示することとした。「レシピ」は、各パター
ンの項目ごとに2～3個程度を提示しており、前述の図

－4のようにイラスト図を用いたもののほか、図－5の
ように写真のみで提示したものもある。

５．まとめ

研究成果を踏まえて取りまとめた技術資料「観光地
等の屋外公共空間の診断マニュアル」では、本稿で紹
介したような検討を経て、「個々の滞在空間」の空間
スケールにおける「観光地の魅力向上に寄与する屋外
公共空間のパターン」として、表－1に示す16項目を
提示した。表－1の項目およびその解説に従い、各広
場の各「パターン」の項目への適合を確認すること
で、当該の広場等の課題の抽出や改善計画の検討に利
用できる。同じく技術資料で示した４．章の「レシピ」
は、各項目における記述の理解を助ける具体例である

ほか、空間改善の計画や設計を具体に行う際には、参
考事例やアイデア集として活用することができる。

本稿では紙幅の都合から、観光地の空間スケールと
して「個々の滞在空間」に関するものに限り、研究と
検討の経緯を報告した。しかしながら、これも紙幅の
都合から、この研究と調査検討の過程において国内の
4観光地を対象として実施した、観光地の屋外公共空
間の診断と改善のケーススタディについても本稿では
報告できていない。また、技術資料「観光地等の屋外
公共空間の診断マニュアル」に記載した、「徒歩圏規
模の観光地」や「広域的な観光エリア」のパターンの
項目（図－2および図－3）や、そこにおける記述内容
の根拠や検討の経緯については、別途の報告14) 15)など
を参照いただきたい。

成果は観光地のみならず、一般の市街地や地域の魅
力向上を図る場合においても、居心地が良く訪れたく
なる空間づくりという視点からは、多くが有効である
と考える。研究成果および「観光地等の屋外公共空間
の診断マニュアル」を、観光地や地域の魅力向上に活
用いただきたい。
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