
1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

総合設計制度による公開空地とは、その有効面積に

応じた容積率緩和の要件となる空間である。

福岡市の総合設計制度取扱要領 1) によると、「日常

一般に開放され、歩行者が自由に通行または利用でき

るもの」と定義されている。福岡市都心部においては

商業用途等公共性の高い空間に付随して積極的に活用

されている事例が見られる。一方、都心部と比べると

歩行者の少ない都心周縁部においては緩和容積率に対

して充分な公共貢献が行われているのか疑問がある。

そこで本研究では、福岡市都心周縁部に位置する公

開空地の利用実態を明らかにすることを目的とする。

さらに、歩行者の自由な通行・利用に計るために歩行

者の通過利用に焦点を当てる。

1-2. 既往研究の整理

本研究に近い既往研究には、福岡市内の公開空地全

般に関するものと、都心周縁部において多数見られる

住居系用途に付随する公開空地に関するものがある。

前者については、邊ら ²⁾ が福岡市内の総合設計制

度を利用した公開空地について調査し、違法駐輪・駐

車等公開空地で見られる問題や既存歩道と公開空地の

一体的な利用や歩行の妨げとなっている植栽や車止め

の存在など、公開空地の持つ空間的の課題について指

摘している。

後者については大熊ら 3)、木村ら 4)5) が公開空地の

設けられた集合住宅の住民や周辺住民の、公開空地に

対する意識の違いについて調査・分析している。これ

らには、住居系用途に付随した公開空地について当該

住民と周辺住民の間に公開空地の整備 ( 維持管理 )・

活用 (公開 )に対する意識に明らかな違いが見られる

こと、周辺住民が公開空地を利用しづらいと感じてい

ること等に言及している。

同じく住居系用途に付随した公開空地を対象とした

ものとして、花里ら⁶ ⁾ が公開空地を含む、街路、路

地空間等の外部空間における人間行動に関して行動観

察調査・行動マッピングとアンケート調査を行ってい

る。これにより、超高層集合住宅の公開空地が街路空

間に近いものとして認識されていること、公開空地に

おいて滞留行動が少数であることや利用頻度が低いこ

とが明らかにされている。

このように、空間・利用者意識の点から見た公開空

地の課題やその空間的な位置づけが明らかになる中

で、公開空地を通過する利用に注目し、その実態を詳

しく調査した研究は見られない。よって、公開空地の

通過利用実態を明らかにする点で本研究に意義がある

と言える。

1-3. 公開空地の通過利用

本研究では、公開空地の利用の 1つとして、または、

公開空地がどの程度歩行者に対して公開性を持ってい

るのかという点での指標として、「歩行者による公開
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 図1.公開空地における歩行者による通過利用の模式図



空地の通過利用」について着目した。図 1に示すよう

に、公開空地が面した既存歩道又は前面道路を通行す

る歩行者が公開空地内を通過することを「通過利用」

と定義する (1)。また、景観的要素を含む植栽等につ

いても本研究においては、歩行者の通過利用と関係し

ていると推察される側面のみを考慮する。

1-5. 調査手法

公開空地の通過利用実態を把握するために、以下の

手順で調査を行った。

(1) 大手門エリアの公開空地を実地調査し、空地形状・

整備状況の把握と大まかな利用状況の観察を行う。

(2) 通行量調査によって歩行者の通過利用状況を把握

する。

2. 調査対象の選定と概要

2-1. 福岡市における公開空地の位置・分布

2018 年 11 月現在福岡市内の公開空地の整備を伴う

総合設計制度利用事例の許可件数は 116 件である (竣

工前のものを含む )。

本研究では各公開空地毎に多様な特性を持った公開

空地について調査する必要があった。よって福岡市都

心周縁部の内、共同住宅、事務所等の多様な用途に付

随した公開空地が集積しているエリアとして、大手

門・港・赤坂 1丁目からなる対象エリアを設定した。

以下「大手門エリア」とし、その位置と公開空地の分

布を図 2,3 に示す。

2-2. 公開空地の集積する大手門エリア

大手門エリアには公開空地を設けた事例が 15 件あ

る。その用途別の内訳は共同住宅 9件、事務所 6件で

ある。このエリアは福岡市内の中でも住居系の総合設

計制度利用事例が集積していることが特徴である。エ

リア南の明治通りに面している街区には事務所系の用

途が多く立ち並び、公開空地を整備している事無務所

用途の事例は全てこの部分に立地している。

事前調査によって得られた情報を元に当エリアに立

地する 12 の公開空地 ( 共同住宅 9 件、事務所 3 件 )

を調査の対象とした。以下便宜上、共同住宅を「共住」、

事務所を「事務」とし、各事例の配置図を表 1に示す。

図2.福岡市都心部とその周辺地域の総合設計制度による公開空地位置図(基盤地図情報を基に筆者作成)

図3.大手門エリアの公開空地位置図



3. 公開空地の現況の把握と通過利用状況

3-1. 実地調査・通行量調査

実地調査では公開空地の形状・整備状況の把握、目

視による利用状況の概観を確認した。通行量調査の詳

細な調査方法は以下の通りである。

対象とした公開空地付近に立ち、一時間毎に各 10

分間通行者の数を方向・公開空地の利用の有無・付随

する建物の利用の有無等の項目別にカウントした(2)。

実地調査は 2018 年 10 月 30 日から 11 月 13 日の期間

内に 7 日間行い、通行量調査は、11 月 13 日 ( 火 ) の

午前 7 時から午後 5 時 ( 午前 10 時台を除く ) にかけ

て行った。

3-2. 通過利用状況に関する調査結果

通行量調査によって得られた各時間帯の通過利用の

総計を対象箇所ごとに示したものが図 4のグラフであ

る。建物の利用者 ( 居住者や勤務者、店舗利用者等 )

を除き、既存歩道・前面道路を通行する歩行者に対す

る公開空地の通過・滞留者の割合を示している。

 公開空地の通過利用という観点から見る上で、歩

行者の公開空地「通過率」と「利用者数」に着目する。

利用者数が一定以上で通過率が高かった対象地は共住

A,G,H, 事務 A の 4 箇所であった (3)( 共住 C,H につい

ても通過率は高いが利用者数が低いため除外 )。

次に特徴的な利用状況について述べる。まず、街区

角地に位置する建物に対して 2面にわたって整備され

ている公開空地について方向・既存歩道の有無によっ

て分類したものを表 2に示す。両面にわたり歩行し、

表1.対象公開空地の配置図一覧(基盤地図情報・標示図を基に筆者作成)

図4.各公開空地における通行者の内訳(総計) (3)

表2.街区角地に位置する公開空地の利用状況



公開空地をショートカットとして通過可能な方向にお

いては通過率が高い。一方、片面のみの利用で既存歩

道がある場合には通過率が全体的に低い。

また、片面の利用で既存歩道がない場合には通過率

の低い事例と高い事例に分かれており、この要因とし

て公開空地付近の横断歩道の有無が挙げられる。図 5

は共住 F・H における横断歩道との接続について示し

たものである。片面の利用で通過率の低い共住 F西側

に対して、通過率の高い共住 H西側は北側に横断歩道

があり、公開空地を通過し緩やかな経路で横断歩道を

通行可能である。

次に、公開空地の利用者の属性について注目する。

図 6 は共住 B,C,E ∼ I について、建物利用者と公開空

地利用者の数を比較したグラフである。特に共住 B,C

においては公開空地の利用者の多くが建物利用者であ

ることが分かる。

3-3. 実地調査・通行量調査結果の考察

実地調査と通行量調査により大手門エリアにおける

公開空地の利用実態について以下のことが明らかと

なった。

まず、利用者数・通過率が共に比較的高い空地の特

徴として以下の 5 つが挙げられる。①バス停・地下

鉄駅出口等公共交通機関拠点との近接しており、歩

行者密度が高い ( 共住 A)、②既存歩道のない道路に

対する歩行者空間の創出 ( 共住 F,G,H,I) 、③街区角

地に位置する空地によるショートカットの提供 ( 共

住 F,G,H,I、事務 A)、④空地端部から敷地外部の歩行

者ネットワークへの連続性の高さ ( 共住 G,H,I、事務

A)、⑤空地を直線的な経路により通過可能である (共

住 G,H,I, 事務 A)。

加えて歩行者の通過利用率自体は低くないものの歩

行者が少ない道路に面した公開空地や、利用の主体が

当該居住者等の建物利用者に偏っている事例が確認さ

れた。

4. おわりに

4-1. 結論

福岡市都心周縁部の通過利用の実態について、公開

空地の位置、角地であるか、既存歩道の有無、横断歩

道との接続等により通過率・利用者数に顕著な差があ

る。

その中で、公開空地の通過利用者数・通過率を高め

る事項として、公開空地による必要に応じた歩行者空

間の拡張の必要性、横断歩道・ショートカット等公開

空地内外の歩行者ネットワークの接続による利便性の

2点が挙げられる。

また、一部の事例では公開空地が建物利用者の環境

の向上に資する側面が強い現状がある。

4-2. 今後の課題

本研究では福岡市都心周縁部の公開空地の利用実態

を把握した。

しかし、緩和容積率に対して充分な公共貢献がなさ

れているか判断するためには容積緩和による周辺への

影響 (日影、景観等 )と公開空地等による公共貢献の

両方を比較する必要があるため、容積緩和による周辺

地域への影響を把握することを課題として挙げる。
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脚注
(1) ここでいう歩行者とは、公開空地の付随する建物を利用しない人を指
す。また、公開空地によっては敷地内部を通り抜ける連絡通路が設けられ
ているものもあるが、連絡通路の利用と通過利用は区別した。
(2) 敷地の 2辺以上に連なる公開空地については各辺ごとにカウントする
領域を設定し、公開空地の通過利用について記録した。
(3) 共住 Aについては、連絡通路や建物利用の一部を含む。また、事務 A
については 9:00-10:00 の時間帯で一部の方向でカウントの重複が含まれ
る。
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図5.横断歩道との接続(共住Fと共住G) 図6.建物利用者との比較


