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abstract Although it is said that the COVID-19 pandemic has greatly influenced people’s urban activities, the actual 
impact of the COVID-19 pandemic on the public’s use of parks has not been empirically confirmed. This report 
describes people’s use of parks during the COVID-19 pandemic using geolocation big data generated from GPS logs 
of smartphones. Data analysis revealed that while the COVID-19 pandemic reduced people’s overall use of parks, 
some parks showed increased usage. In particular, on weekdays, the use of parks with no buildings in the vicinity 
increased, while on weekends, the use of parks where there were many detached houses in the vicinity increased. 
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1.はじめに 
2020年3月下旬以降，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

は，日本においても急速に拡大した．2020 年4 月7 日には，政

府から 7 都府県に緊急事態宣言が発出され，16 日には対象が全

国に拡大されるなど，COVID-19拡大は社会に大きな影響をもた

らした． 
COVID-19拡大は，都市における人々の行動にも大きく影響し

た．特に，緊急事態宣言が発出され，不要不急の外出自粛が強く

要請された期間（以下「自粛期間」）における人々の行動は，外

出を抑制し，他人と極力会わないようにするなど，通常時とは大

きく異なるものであった． 
自粛期間においては，都市公園（以下，「公園」）を巡る人々

の行動にも変化があったとされている．しかし，その実態は明ら

かではない．報道等では，人々が屋外での行動を自粛した結果公

園の利用者が減ったというものもあれば，むしろ自粛期間のスト

レスや運動不足解消のために公園利用が増え，「密」が生じたと

するものもあり，正確なところはわかっていない． 
公園は，これまで大きな災害が発生するたびに，非常時の人々

の生活を支える様々な役割を果たすことが報告されてきた．その

際の基盤となっているのは，非常時の状況下での公園利用実態の

記述的調査である．COVID-19拡大，自粛要請の状況においても，

人々が公園をどのように利用したか（あるいはしなかったか）を

記述することは，ウィズコロナ・ポストコロナ下での公園の役割

を考えるための基礎資料を提供するという意味でも重要である． 
公園の利用実態を把握する手段として，伝統的に用いられて

きたのは，都市公園利用実態調査 1)に代表される，現地での公園

利用の計測である．しかし，この方法は，時間的・労力的・費用

的・地理的な制約が大きく，COVID-19拡大のような，迅速・簡

便・安価，かつ広域に調査を行う必要がある状況には適合しない．

そこで，そうした状況に適合する新たな手法となりうるのが，携

帯電話やスマートフォンの測位情報（以下，「位置情報ビッグデ

ータ」）を用いて人々の流動を計測する方法である．実際に，自

粛期間における主要駅等の流動量変化を示した数値は，連日報道

等でも発表され，いくつかの大規模公園においてもこの手法によ

る流動量の変化が報告されている 2)． 
本稿では，位置情報ビッグデータを用いて，自粛期間におけ

る人々の公園利用の変化を記述する．特に，空間高精細なデータ

を用いることで，住区基幹公園レベルの小規模公園を含めて，

人々の公園利用変化を報告することを新規性とする． 

2. 方法 
2-1. 事例対象地域と公園 
事例対象地域を茨城県つくば市とした．つくば市は，面積

283.72km2，人口243,768 人（2020 年7 月時点）の茨城県南の都

市であり，全域が筑波研究学園都市に指定されている．つくば市

は，筑波研究学園都市開発を発端として研究学園都市として発展

してきたが，2005 年のつくばエクスプレス開業以降は次第に東

京のベッドタウンとしての色も強めている．市内には，筑波研究

学園都市開発に伴い建設されたものを中心に185箇所の公園（県

営 2，市営 183）があり，市民一人当たり公園面積は 9.18 ㎡と，

同人口規模の都市と比較的しても高い． 
自粛期間におけるつくば市および市内の公園を巡る

COVID-19関連の主な動きについては以下の通りである． 
2020.4.4-5の終日及び4/2-20の平日夜間：つくば市長からの外

出自粛要請 
2020.4.7：政府緊急事態宣言．つくば市を含む茨城南西10市町

への外出自粛要請． 
2020.4.8-5.6：市営公園に含まれる公共施設の休館． 
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 2020.4.10-5.6：洞峰公園（県営公園）内施設の休業． 
 2020.4.14-5.6：茨城県知事からの外出自粛要請． 
 2020.4.16：政府緊急事態宣言（対象地域拡大）． 

茨城県が特定警戒区域となる． 
 2020.4.23-：市営公園設置遊具の使用禁止を開始（順次） 
2-2. データ 
 自粛期間における人々の公園利用を面的に把握するために，株

式会社Agoopが販売する「メッシュ型流動人口データ」3)を用い

た．同データは，所定のアプリを導入し位置情報の提供に同意し

たユーザの携帯電話・スマートフォンの測位情報を元に推計され

た人口データである．データは，50mメッシュ，1時間単位で整

理されており，時間帯ごとの各メッシュの流動人口が含まれてい

る．ここで流動人口とは，各メッシュに滞在した時間の長さによ

って重みがつけられた人の数であり，例えば1人の人が特定のメ

ッシュに 1 時間滞在した場合，（その時間帯において）1 人，30
分滞在した場合は0.5人となる．2人が特定のメッシュに30分ず

つ滞在した場合は，0.5人×2で1人となる． 
分析に用いるメッシュの期間は，COVID-19拡大前を2019.4.7

（日）～4.20（土），拡大後（自粛期間）を2020.4.12（日）～4.25
（土）とした．拡大の前後比較の単位を年次としたのは，公園利

用の季節差を統制するためであり，集計期間を2週間としたのは，

日変動に左右されない，より安定的な変化を検出するためである．

また，各年の2週間をこの日付としたのは，年度初めやゴールデ

ンウィークによる移動を集計対象から除くことを意図している． 
つくば市全域は，109,002個の50mメッシュでカバーされるが，

本調査では，概ね公園の敷地内に含まれる(1)，午前4時の値がゼ

ロである(2)，2019，2020年の両方にそれぞれ1つ以上の値がある

(3)，に合致する，平日（月～金曜）38公園381メッシュ，休日（土

日）37 公園 380 メッシュを分析に用いる．なお，公園の種類別

の内訳は，平日38公園が，街区公園1，近隣公園29，地区公園

5，総合公園1，運動公園2，休日37公園が，近隣公園29，地区

公園5，総合公園1，運動公園2である． 
2-3. 分析 
分析ではまず，対象とした公園に含まれる全メッシュの，時間

帯別流動人口の2週間の平均値（以下「時間帯別流動人口平均」）

を，年次別，平日休日別に記述した．また，時間帯別流動人口平

均の年次差を取ったグラフを作成し，COVID-19拡大に伴う公園

利用変化を，時間帯別，平日休日別に明らかにした． 
つぎに，上記の集計を公園ごとに行い，公園ごとのCOVID-19

拡大前後での流動人口の変化の違いを明らかにした．さらに，全

時間帯の時間帯別流動人口平均の平均値を公園ごとに求め，その

年次差を公園間で比較した． 
最後に，公園ごとに求めた，全時間帯の時間帯別流動人口平均

の平均値の年次変化量を従属変数，公園および公園の周辺環境の

特徴を示す変数を独立変数とする重回帰分析を行い，偏回帰係数

を解釈することで，COVID-19拡大に伴う公園利用変化の背景要

因を明らかにした．独立変数としたのは表1に示す変数である． 
 
 

【表1】分析に用いた独立変数の一覧 

変数 説明 出所 
公園の

特徴 
面積 当該都市公園の面積 つくば市建

設部公園・施

設課（ウェブ

サイト） 

公 園 種

別 
街区公園・近隣公園等の

種別 
有 料 施

設 
有料施設の有無 

周辺環

境の特

徴 

土 地 利

用 
各公園の縁辺から 500m
範囲内のセルを対象と

し，土地利用種別ごとの

面積構成比を算出 

国土数値情

報「都市地域

土地利用細

分メッシュ」

（2016年） 
人 口 密

度 
各公園の縁辺から 500m
範囲内のセルを対象と

し，人口を面積按分した

上で密度を算出 

国 勢 調 査

（250m メッ

シュ，2015
年） 

独 立 住

宅 面 積

率 

各公園の縁辺から 500m
範囲内に含まれる独立住

宅の面積構成比 

ゼ ン リ ン

ZmapTownII
（建物レイ

ヤ，2016年） 非 建 蔽

地 面 積

率 

各公園の縁辺から 500m
範囲内に含まれる非建蔽

地の面積構成比 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図1】時間帯別流動人口平均の分布 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図2】時間帯別流動人口平均の年次差 
（2019年に対する2020年の増加量） 
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3. 結果 
3-1. 公園全体での利用者数の変化 
 時間帯別流動人口平均を，年次別，平日休日別に集計し，公園

あたりの平均を求めた（図1）．また，その年次差をみた（図2）． 
 図1，図2より，以下のことが読み取れる． 
 平日においては，1公園あたりの日中の時間帯（9-17時）に

おける流動人口平均はおおむね 5-10 人／時であり，年次差

については，若干 2020 年で減少傾向が見えるものの，減少

幅は数人／時と小さい． 
 休日においては，1公園あたりの日中の時間帯（9-17時）に

おける流動人口平均はおおむね15-30人／時と平日の3倍程

度であり，年次差については，最大でマイナス約 17 人／時

と大きく減少している． 
 流動人口平均が大きい時間帯で減少幅も大きい． 
これらのことから，COVID-19拡大に伴う人々の公園利用の変

化は，平日よりも休日に顕著に表れ，特に12-15時という公園が

良く使われる時間帯で多くの利用が減少したことが推測できる． 
3-2. 公園ごとの利用者数変化のばらつき 
 3-1と同様の分析を公園ごとに行い，公園ごとに時間帯別流動

人口平均の年次差をみた（図 3）．公園ごとのばらつきが大きく

一般的な傾向を読み取ることは困難であるが，ほぼ全時間帯にわ

たり，2019-2020年間で流動人口平均が大きく減少した公園があ

った一方で，むしろ増加した公園もあることがわかる． 
図4は，平日休日それぞれにおいて，COVID-19拡大前後での

時間帯別流動人口平均の増加量が，全時間帯平均で最大・最小で

あった公園のグラフである． 
平日最も利用者を減らしたと考えられるのは，面積規模 20ha

の総合公園（県営）である洞峰公園である．同公園では，2019
年の平日の日中，80～110 人／時程度の利用があったが，2020
年には40～60人／時程度と半減した．平日最も利用者を増やし

たと考えられるのは，面積規模3.1haの地区公園（市営）である

大池公園である．同公園では2019年の平日の利用がほとんどな

かったが，2020年の自粛期間において利用が大きく増加した． 
休日最も利用者を減らしたと考えられるのは，平日と同じく洞

峰公園であり，日中の時間において，2019年に150～350人／時

あった利用が，2020年には100～200人／時程度に減少した．休

日最も利用者を増やしたと考えられるのは，面積規模4.0haの近

隣公園（市営）である二の宮公園である．同公園では，2019 年

の休日の日中，50人／時以下であった利用者が，50～100人／時

程度に増加した． 
 公園ごとの流動人口の年次差を明確にするべく，公園ごとに時

間帯別流動人口平均の年次差の全時間帯平均値をとり，平日休日

間で比較したものが図5である．図5からは，平日と休日の間で

の相関はほとんどないこと，また，1公園（洞峰公園）だけが平

日，休日ともに大きく流動人口平均を減らしたことが読み取れる． 
これらから，自粛期間における人々の公園利用の変化は，実際

には公園ごとに異なるパターンであったこと，また，同じ公園で

あっても，平日と休日では変化傾向が異なることが示唆される． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図3】公園ごとに見た時間帯別流動人口平均の年次差 
（註）上：平日，下：休日．各線は公園に対応している 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図4】時間帯別流動人口平均の年次差が最大／最小の公園 

（註）上：平日，下：休日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図5】公園ごとに見た，時間帯別流動人口平均の年次差の

全時間帯平均値（各点は公園に対応している） 
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【表2】回帰分析の結果 

変数 B SE B β t P R2 

平
日 

非建蔽地 
面積率 

42.96 19.00 0.36 2.26 0.03 0.13 

休
日 

独立住宅 
面積率 

270.87 84.72 0.48 3.20 0.00 0.23 

 
3-3. 公園ごとの流動人口変化と公園および周辺環境との関係 

3-2で求めた公園ごとの時間帯別流動人口平均の全時間帯平均

値を従属変数，2章で述べた公園および周辺環境の特徴を示す変

数を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ変数選択）の結

果が表2である．なお，分析にあたっては，従属変数の値が他と

大きく異なる傾向を示した洞峰公園は異常値として除いた．  
 平日の値を従属変数とした分析では，非建蔽地面積率のみが変

数として選択され，従属変数と正の関連を示した．休日について

は，独立住宅面積率のみが変数として選択され，従属変数と正の

関連を示した． 
これらより，平日の自粛期間の公園利用の変化パターンは，公

園の立地により異なり，周辺の建物密度が低い立地環境にある公

園での利用者での利用者が相対的に増加したこと，休日は対照的

に，特に戸建て住宅に近接した公園での利用者が相対的に増加し

たことが示唆される． 
 
4. まとめ 
本調査により，COVID-19拡大，自粛要請下での人々の公園利

用変化の一端が把握された．特に，公園利用が全体的に減少する

なかで，一定の条件下では増加したケースがあったことが確認さ

れたことは，非常時の公園の需要を示す事実として重要である．

また，平日と休日とで，周辺環境の建物密度の点において対照的

な立地環境の公園の利用がそれぞれ増加した点も興味深い． 
位置情報ビッグデータは，特に小規模な空間，時間単位で集計

した場合で誤差が大きくなるため，今回得られた結果がどの程度

妥当であるかは，別途確認される必要がある．また，公園ごとに

異なる利用変化の理由を知るためには，回帰分析による説明だけ

でなく，インタビュー調査等から得られる質的情報を組み合わせ

る必要がある．データの信頼性を検証しつつ，別データも組み合

わせて，公園利用変化の背後にあるより詳細なメカニズムを明ら

かにすることが今後望まれる． 
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補注 
(1) メッシュ内に住宅や道路等が含まれる場合，住民や通行者

のGPSログから当該メッシュの人口が推定されてしまうた

め，公園利用の指標としては問題があると考え，除いた．

ただし，公園敷地外であっても，空き地等，通常人の利用

がないと仮定できる場所が含まれる場合は集計対象とした． 
(2) 通常公園利用者がいないと仮定できる時刻として午前 4 時

を設定した．実際のデータには，特にマンション近接メッ

シュなどに午前4時を含み24時間人口が存在しているメッ

シュが含まれているが，これらはマンション住民のGPSロ

グが誤って公園メッシュに計測されたものと判断し，集計

から除いた． 
(3) 利用者が極端に少ない公園では，人口推計の元となる GPS

ログが存在せず，推計人口がNULLとなる場合がある．2019
年，2020年のそれぞれで，当該公園のすべてのメッシュが

NULLだった場合について，集計対象から除いた． 
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