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During the action limited due to the COVID-19 pandemic in 2020, city parks in Japan could use for exercising or 

playing. However, some of the park amenities were closed to prevent the dense situation. To provide park service during 

the pandemic, it is necessary to consider the measures on park amenities for avoiding the high density of users. This 

research studied people's activities on park amenities in seven parks of Tokyo and analyzed user density. The result 

indicated that playground equipment and public square where show is held contain high density of users. Mitigation 
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1. 背景及び目的 

2020 年、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）は世

界中に甚大な影響をもたらした。日本では、政府が2020年4月7

日に緊急事態宣言を発令し、感染拡大を防ぐために密閉・密集・

密接を避け、社会的距離を確保することを呼びかけた。同5月25

日には国内全域で緊急事態宣言が解除されたが、COVID-19 は完

全には終息せず、継続してCOVID-19流行対策を要する状況が続

いている。 

一方、COVID-19 により生活行動が制限されている中でも、密

閉や密集を避けながら身体活動を行える都市公園を利用するこ

とは可能であった。ただし、一部の公園では、密集状態を避ける

ために遊具や運動施設などを封鎖するといった対応がとられて

いた 1)。この間の公園は、運動や休息などを通じて健康状態を維

持するための場所 2)であり、学校の休校や運動施設の休業の代替

地として、子供の遊び場の「最後のとりで」3)と言われていた。 

しかし、COVID-19 流行時におけるのつくば市における都市公園

利用を携帯端末の位置情報データを用いて解明した雨宮ら（2020）
4)は、公園の中には、利用が増加した場所が存在したことを指摘し

ている。つまり、感染症対策と適切な公園利用の両立をどのよう

に図るかは、今後の都市公園を考えるうえで重要な論点と捉えら

れる。このような状況下において、安全に公園利用を継続するた

めには、公園内の密集を防止する措置を講じることが必要となる。 

 本研究では、ベンチ・遊具・芝生などの公園内アクティビティ

を誘発するコンテンツをパークコンテンツと称し、これに着目し

て利用実態及び密集状況を把握する。それを通じて、密集しやす

いパークコンテンツの要因と、それを踏まえた密集を防ぎながら

公園利用を可能とする方策を考察することを目的とする。 

2. 研究方法 

2-1調査地 

人口密度が高い都市ほど密集を避けることが難しい。そこで 

本研究では、COVID-19 の影響を受けやすいと予想できる東京都

【図-1】調査対象公園の位置図 
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 内の都市公園を調査対象地とした。対象公園は、利用者が多く、
多様なコンテンツが含まれるように、地区公園の規模（4ha）以上

の公園を７つ選定した（図-1）。具体的には、飛鳥山公園（北区）・

上野公園（台東区）・兵庫島公園（世田谷区）・石神井公園（練馬

区）、井の頭公園（武蔵野市）・小金井公園（小金井市）・神代植物

公園（調布市）であった。 

2-2 調査方法 

2020年6月1日から21日までの天気の良好な13時から16時

の間に、7か所の公園で、平日及び休日にそれぞれ 1 回ずつアク

ティビティ調査を実施した。具体的な調査方法は、各公園内で利

用者が多い区域を想定して約 800mの調査ルートを予め設定し、

観察者が循環観察を行い、観察された人を地図上にプロットしな

がら公園利用者の特性を把握した。また、同時に写真撮影も行い、

データを補完した。観察対象範囲は、各ルートから幅50mの範囲

内とし、公園区域外は除外している。調査項目(1)は、公園利用者の

属性、利用しているパークコンテンツ(2)、アクティビティである

（表-1）。尚、本研究では、滞留行動を調査対象とし、ランニング

やウォーキングなどの移動を伴うアクティビティは調査対象外

とした。 

 利用しているパークコンテンツは、形状の違いより表-1のよう

に点・線・面で分類し、1 人につき、主な目的で利用しているパ

ークコンテンツを1つカウントした。そのため、重複が見られた

場合は利用目的が最も明確に特定可能な点のパークコンテンツ

を優先する。また同様の理由で、線・面のパークコンテンツの順

で優先してカウントした（例：「芝生上のベンチ」の場合、面のパ

ークコンテンツである「芝生」よりも、点のパークコンテンツで

ある「ベンチ」を主な目的で利用していると捉え、「ベンチ」とし

てカウントした）。その他、ベビーカー等にいる乳幼児の利用パー

クコンテンツは同じ集団に合わせた。また、利用しているものが

存在せず判断が困難な場合は「その他(面)」に分類した。 

2-3 分析方法 

アクティビティ調査の結果をもとに、公園利用の実態を明らか

にするために公園利用者の属性・利用パークコンテンツ・アクテ

ィビティ等を集計した。その後、公園内の人の密集状況を可視化

するため、アクティビティ調査により地図上にプロットした公園

利用者をGISで分析した。本研究では、公園内の観察対象範囲に

10m四方のメッシュを重ね、メッシュ内の人数を計測する方法で

密集分析を行なった。ここで、COVID-19 の対策として適当な物

理的距離は、静止時 1.5m-2m、歩行時5m、走行時10mと、状況

により異なることが知られている 5)。都市公園には様々な活動が

含まれ、「子供の遊び」のような動的なアクティビティの存在を考

慮して、本研究では、歩行時(5m)に必要な物理的距離を保つこと

ができない場合を密集と判断した(3)。具体的には、一人に必要な面

積は、2.5m×2.5m×3.14≒20㎡/人を基準として、10m四方メッシ

ュに5人以上存在する場合に「密集メッシュ」とした（図-2）。そ

の他、1メッシュあたり1-4人の場合は「非密集メッシュ」、人が

存在しないメッシュを「未利用メッシュ」と称する。 

また、GISにプロットした公園利用者のポイントデータに、 

アクティビティ調査により把握した情報を紐づけることで、密集

メッシュ内にいる人が利用しているパークコンテンツやアクテ

ィビティを分析した。 

3. 公園利用の実態

全対象公園の利用者数は、平日では567人に対して、休日では

1795 人であった（表-1）。公園内の密集状況に着目する本研究で

は、平日と比べて利用者が多く、より密集が発生しやすいと考え

られる休日に着目して利用実態を分析する。 

【図-2】「密集メッシュ」判断の根拠 

【表-1】調査概要と調査項目 

2020年6月1日〜21日の間、平日及び休日に一回ずつ

13時〜16時の間

晴れ又は曇り 27〜30℃

性別 男性・女性・不明 ベンチ

年齢 10歳ごとに8区分 遊具　(滑り台、ジャングルジム、鉄棒、砂場等)

一人 水飲み場、水道

カップル、夫婦 トイレ

ファミリー 木

その他団体 花壇

看板や記念碑、彫刻像等

店舗 ※店頭販売

その他（点）

長いベンチ　(木や噴水の周りの円型も含む)

散歩道 / 池の周りの園路など

サイクリングロード、ランニングコース

その他（線）

芝生

広場

大階段

ドッグラン

店舗　※店内飲食可なもの

テラス席

スポーツコート（テニス、バスケ、野球等）

その他（面）

利
用
パ
ー

ク
コ
ン
テ
ン
ツ

気温

属

性
行
動
者

観賞する（ショーなど）

何もしていない

件数
(平日/休日)

調査項目 利用者属性（性別、年齢、行動者）、利用パークコンテンツ、アクティビティ

合計 567人/1795人
井の頭公園101/169人、小金井公園95/406人、上野公園159/398人、神代植物公園75/147人
石神井公園15/80人、飛鳥山公園64/382人、兵庫島公園59/213人

運動をする

表現／パフォーマンス

点

線

面

販売

寝る

調査日

対象

観察者による目視での確認

調査時間

天気

その他

目的

子供を見守る

食べる

写真を撮る

読む

イヤホンをしている

子どもの遊び

ア
ク
テ

ィ
ビ
テ

ィ

（
重
複
可

）

スマホ等

会話

働く （PCなど）

パークコンテンツの利用実態及び密集状況の把握

7つの公園内での滞留者

手法

【図-3】休日のアクティビティ数 
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3-1 公園におけるアクティビティの実態 

行われたアクティビティを図-3に示す。50人以上見られたアク

ティビティは、多い順で並べると「会話」「食べる」「子供の遊び」

「子供を見守る」「スマホ等」「観賞する」「何もしていない」であ

る。ここで、アクティビティを2つの種類に分ける。一つは、「会

話」「食べる」「スマホ等」「何もしていない」を含む「くつろぎ系」

アクティビティ、もう一つは「子供の遊び」「子供を見守る」「観

賞する」を含む「遊び系」アクティビティとして分類し、以降の

分析で用いる。 

利用者の属性による公園利用の需要の動向を探るために、「く

つろぎ系」と「遊び系」アクティビティを行う各属性の利用者の

人数とその割合を表-2に示す。「くつろぎ系」アクティビティはい

ずれの属性も全体の40%以上を占めていることから、どの属性に

おいても一般的に需要が高いアクティビティであると考えられ

る。一方、「遊び系」アクティビティは、ファミリー層のみが約53%

と同属性の中で利用する人数が多いため、「遊び系」アクティビテ

ィはファミリー層に特に需要が高いと考えられる。 

3-2 公園におけるパークコンテンツの利用実態 

休日の公園において利用されているパークコンテンツを見る

と（図-4）、利用数が多い上位5位まではベンチ・芝生・遊具・広

場・長いベンチである。それに着目して、各アクティビティとパ

ークコンテンツの利用との関係を図-5に示す。ベンチと長いベン

チでは「くつろぎ系」のアクティビティが多い一方、遊具では「遊

び系」アクティビティが多く行われている。他方で、芝生と広場

において「くつろぎ系」と「遊び系」アクティビティのいずれも

一定の利用が見られたことから、芝生と広場は面的な広がりをも

っており幅広い目的のアクティビティを受け入れるパークコン

テンツであると考えられる。 

以上の公園利用の実態分析より、以下の2つにまとめることが

できる。第一に、「遊び系」アクティビティはファミリー層に特に

需要が高い。第二に、ベンチや遊具など局所性のあるパークコン

テンツは「くつろぎ系」や「遊び系」アクティビティのどちらか

にのみ対応し、利用目的に偏りが見られる一方、広場や芝生など

面的な広がりを持つパークコンテンツは幅広いアクティビティ

に対応でき、自由度の高いパークコンテンツといえる。 

4. 密集分析 

4-1 平日と休日の密集分析の比較 

(1)各公園での密集分布の分析 

密集分布の分析結果の一部を図-6に示す。休日には密集メッシ

ュが多く分布している。多くの公園の密集状態は平日の分布のま

ま密度が増加した形で観察でき、休日は局所的な集中が起きやす

いといえる。 

(2)全公園での密集分析 

全ての公園におけるメッシュ数、及び人数を足し合わせて、メ

ッシュ内の人数によって分類した結果を表-3と図-7に示す。図-7

のメッシュ数を見ると、平日では、未利用メッシュが 90%以上、

休日でも80％以上と、公園の大部分が未利用であった。密集メッ

シュは、平日では全体の1％に満たず、休日でも約2％とごく一部

であった。一方で、人数に着目すると、平日で約18%（100/567人）、

休日では約40%（714/1795人）の人がごく一部の密集メッシュ内

に集中して存在している結果が明らかになった。また、メッシュ

内人数の最大は、平日では9人であったが、休日では31人と平日

の3倍以上であった。平日では比較的密集とならず、安全な状態

を保てているが、より需要の高まる休日では公園内のごく限られ

た場所に人が密集するという傾向が顕著に表れている。以上から、

 

【図-4】休日のパークコンテンツ利用数 

 

【図-5】アクティビティと利用パークコンテンツの関係 

 

【表-2】属性別、休日のアクティビティ数  
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公園内では、実際に人が利用している範囲は限られており、その

一部の場所に人が密集しやすいパークコンテンツが存在してい

る可能性がある。 

4-2 密集しやすいパークコンテンツの分析 

前節の結果を踏まえて人が密集しやすいパークコンテンツを

明らかにするため、特定のパークコンテンツを利用している人の

全体数における、密集メッシュ内にいる人数の割合を算出した。

利用者が多いベンチ、長いベンチ、遊具、芝生、広場の５つのパ

ークコンテンツにおいてその結果を示したものが図-8である。ベ

ンチ、長いベンチ、芝生は、密集している割合は比較的低い。 

一方、遊具及び広場が密集している割合が高いことから、これら

は特に人が密集しやすいパークコンテンツであることがわかる。 

密集メッシュ内の遊具と広場で行われるアクティビティに着

目する。まず遊具では「子供の遊び」及び「子供を見守る」のア

クティビティが多く見られ、またこれらのアクティビティは様々

な公園で見られた（図-9）。一方で、広場では「観賞する」アクテ

ィビティが多く見られたが、全て飛鳥山公園で行われていた 

（図-10）。これは広場で行われていたショーによるものであり、

特異な例であると考えられる。 

 

【図-9】密集メッシュ内の遊具でのアクティビティと公園ごとの内訳 

 

 

【図-10】密集メッシュ内の広場でのアクティビティと公園ごとの内訳 

 

【図-6】 平日と休日の密度分布（例：小金井公園） 

【表-3】メッシュ分類ごとのメッシュ数と人数の平日休日比較 

 

 

【図-7】平日休日のメッシュ数・人数の割合 

 

【図-8】利用者の多いパークコンテンツにおける 

密集メッシュにいる人の割合 
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5. 考察 

5-1 パークコンテンツにおける密集要因の考察 

 はじめに、密集している割合が低いパークコンテンツに着目し

その要因を考察する。ベンチ及び長いベンチは、座れる人数が限

られていることから、人が密集しにくいと考えられる。また、芝

生は、面的な広がりをもち、利用者の数に対して十分な広さがあ

るため、利用者同士が距離を保って利用することが可能であり、

人が密集しにくいと考えられる。 

 次に、密集している割合が高いパークコンテンツに着目する。

広場は芝生と同様に、利用者同士が距離を保ちやすいと捉えられ

るが、実際には「鑑賞する」アクティビティによって人が密集し

ていた。「鑑賞する」は特定の公園でのみ見られ、また特定なタイ

ミングでしか行わないアクティビティであるため、人が密集しや

すいイベント等がない限りは、芝生同様に、人が密集しにくいパ

ークコンテンツであるといえる。 

 一方、最も人が密集しているパークコンテンツである遊具につ

いて、遊具で行われている「子供の遊び」とそれに伴う「子供を

見守る」行為は、時間帯によらない定常的なアクティビティであ

る。また、線的・面的な広がりのない、点のパークコンテンツで

あることから１箇所に人が集中しやすい。さらに、ベンチのよう

に利用人数が限られている遊具は少なく、また利用人数が限られ

ている場合であっても遊具周りに社会的距離を保たずに順番を

待つ人による状況が観察された。これらが遊具に人が密集しやす

い要因であると考えられる。 

5-2 密集を防ぎながら公園利用を可能とする方策の考察  

COVID-19 流行時における当初の対策として、実際に多くの公

園で遊具の封鎖が行われた。感染症の正しい理解が困難であった

状況下では、公園管理側は密集対策と公園として求められる機能

の保持を同時に両立させた対応を検討・実施することは困難であ

ったと考えられる。よって、緊急性が高いの中、人が密集しやす

い遊具に対して、公園管理者は密集を未然に防止することを目的

として遊具の利用を制限したことに、一定の正当性があったと考

えられる。尾谷ら(2020)6)の報告においても、兵庫県の2つの広域

公園では緊急事態宣言後の公園内遊具の使用禁止措置に対して

利用者からの「ある程度の理解が得られている」と、同様の考察

を示している。 

 その一方、公園内での遊具の利用制限は、学校の休校等により

限定された子供の居場所をさらに限定させるという課題につな

がったと考えられる。この点を考慮すると、今後再び密集を避け

なければならない状況に陥った場合であっても、遊具の利用制限

は慎重に実施すべきである。よって、パークコンテンツの利用制

限に代わる密集を防ぎながら公園利用を可能とする方法を検討

することが望ましい。 

 1 つ目の方法として、遊具の管理手法を工夫することで、遊具

に人が集まっても密集状態になりにくくすることが考えられる。

遊具周辺の密集の要因と考えられる「子供を見守る」行為に対し

ては、遊具から距離の遠くない位置に子供の見守りを行うことの

できる場所を新たに設置することが一つの対策として考えられ

る。また、遊具の順番を待つ行為に対しては、順番を待つ列の作

り方の新たなルールづくりを行うことが対策として考えられる。

このように、人が密集しやすい遊具に対して管理手法を工夫する

ことによって密集の解決を図れる可能性がある。 

2 つ目の方法として、1 つのパークコンテンツに集中する人数

を他のパークコンテンツに分散させることが考えられる。図-6に

示したように、公園内各地の人の密度は一様ではなく、密集メッ

シュが局所的に存在する一方で、密集が見られないメッシュも多

く存在している。密集の解消に向けて非密集の場所の積極的な利

用を促すためには、人が密集しやすいパークコンテンツの過度な

需要を他のパークコンテンツに分散させることが有効と考えら

れる。面的広がりのある芝生に着目すると、芝生はアクティビテ

ィの自由度が高く（図-5）、芝生では人が密集しにくい（図-8） 

ことから、芝生は遊具への過度な需要を受け入れる先として適切

であり、遊具の代替のパークコンテンツとなりうる。さらに、遊

具に代わる芝生の利用を喚起するために、芝生での新しい遊び方

の検討も必要であろう。一例として、一部の公園で現状見られる

ボール遊びの制限等のルールを、緊急時には一時的に見直すこと

が挙げられる。ただし、広場でのショーの観賞が密集を生んでい

たことからも、そのアクティビティの種類には留意が必要である。

こうした対策は、密集を避ける必要がなくなった後においても、

ルールの見直しを通じた公園の利用方法の幅を広げることにつ

ながる可能性がある。 

 

6.本研究の成果と今後の課題 

緊急事態宣言後の公園を訪れてデータを得た本研究では、雨宮

ら(2020)4)が位置情報ビッグデータを用いて行ったような公園の

過去の利用状況との比較とは対照的に、利用1人1人の活動の目

視観察により得たデータを用いたことで、利用者の属性やアクテ

ィビティと密集状況との関連を考察することができた。また、目

視により 10m メッシュという細かいスケールでデータを分析で

きたことで、同一公園内で相対的に密集が発生しやすい場所の傾

向を明らかにすることも可能となった。 

本研究の課題として、子供が遊ぶことを目的に設置された器具

を全て「遊具」とひとまとめにして点のパークコンテンツとして

扱ったことで、遊具の中でも人が密集しやすいものとそうでない

ものがある可能性を考慮できていない点が挙げられる。遊具の形

状や大きさによる違いを分析することで、人が密集しにくい性質

を遊具自体に持たせる方策の検討が望まれる。また、密集の発生

する状況について、公園内に存在するパークコンテンツおよび公

園内で観察されたアクティビティと利用者属性をもとに論じた

本研究では、公園内で観察されたこれらの事象の背景に存在する

と考えられる公園外の要因（公園の立地条件や周辺の人口等）の

影響については考慮できていない。公園内外の関係性について把

握することは公園一つ一つに対して効果的な密集の回避策を考

える上で重要であり、今後の検討が必要である。 
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補注 

(1) 本研究の調査項目は、公共空間のアクティビティ調査で知見

のある一般社団法人ソトノバのアクティビティ調査項目の提

供を受け、それにパークコンテンツの項目を付け加え、調査項

目を設定した． 

(2) 本研究において、「ベンチ」とは、平時に最大3人まで座れる

椅子または長椅子のことを指し、「長いベンチ」とは平時に4人

以上座れる長椅子のことを指すものとする。両者の区別におい

て、材料や形状の違いは問わない。尚、「長いベンチ」は木や噴

水の周りにある場合が多い。 

(3) 静止時の社会的距離2mを基準に考えると、100㎡÷(1m×1m

×3.14)≒31.8人となるが、本研究の観察では、メッシュ内で観

察された最大人数は31人であり、20人以上観察されたメッシ

ュはこの1つのみであった。 

(4) 表-2の「『くつろぎ系』人数」とは、4つの「くつろぎ系」 

アクティビティの内、少なくとも１つのアクティビティを行っ

た人数の合計。同様に、「『遊び系』人数」とは、3つの「あそ

び系」アクティビティの内、少なくとも１つのアクティビティ

を行った人数の合計を指して用いる。 

(5) 表-3 の「人同士の距離の目安」とは、メッシュ内の人数ごと

に、メッシュ内に均等に分散していた場合に保つことのできる

物理的距離のことを指して用いる。 
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