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都市公園における利用者の滞留空間の選択に関する研究 

―猿江恩賜公園の二つの芝生広場を例にー 
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Abstract: Observation of people's staying behavior in two types of lawn squares in Sarue Onshi Park, as well as 

questionnaire surveys and interviews, revealed the following. First, we found that people's staying behavior tended 

to be concentrated under the canopies of the lawn squares and their boundaries, and that many people spent time in 

the shade under the canopies, especially during the fall season. In addition, leisure seats and movable chairs are in 

high demand for rental and are more effective than fixed benches in encouraging park users to choose a comfortable 

place to stay longer Furthermore, demand for food and beverage facilities in parks also tended to be high. 
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１．研究の背景と目的 

 これまでの都市のみどりの政策は、公園・緑地の面積を増や

す、レクリエーション利用を促進する、自然・生物多様性を保全

することなどを目指し、1人当たりの公園面積や緑被率などを主

な指標として評価がなされてきた。2017年国土交通省は都市公

園法の一部を改正し、都市・地域・市民のために緑やオープンス

ペースが持つ多機能性をより引き出すこととした。2019年には

「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」から、

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」として今後のまちづくり

の方向性が提言された 1)。これを受けて国土交通省は、2020年3

月に「まちなかの居心地の良さを測る指標（案）」2)として、多

様な人材が集い、滞在し、交流することを公園緑地も含む公共空

間に求め、評価する新たな指標を公表した。 

 一方で、2019年12月に新型コロナウィルス感染症（以降

COVID-19とする）の最初の症例が中国の武漢で確認され、瞬く

間に世界中の都市に感染が拡大し、都市封鎖や移動制限が実施さ

れている。日本国内でも2020年1月頃より感染が拡大し、2022

年5月現在、未だに収束が見られないが、国はCOVID-19感染下

においても心身の健康のために公園は重要であるとし、市民にそ

の利用を推奨している。 

 このように都市における公園や緑地は、緑の量や質だけでなく、

居心地の良さが求められるようになり、COVID-19の感染拡大を

契機にさらに健康の維持増進、地域のコミュニティ醸成、身近な

都市活動の場などの「こころにやさしい」社会的な役割をもつも

のとして見直されている。 

本研究は、都市の公園緑地が実際に果たしている「こころにや

さしい」社会的な役割を把握・評価することを目的とする一連の

調査研究の一部であり、公園利用者が選択する居心地の良い空間

について、利用実態調査により把握・分析するものである。 

対象地は、土地の起伏が少なく多様な公園施設があるため調査

結果を一般化しやすい、東京都立猿江恩賜公園とした。まず、2021

年春季(4月〜5月)3）と同年夏季(7月〜8月) の利用者行動調査

を実施した結果、いずれの時期も芝生地の利用頻度が他の施設に

比べて高く、利用者の多くが芝生地を選択していることが推察さ

れた。そこで本研究では猿江恩賜公園の２つの芝生地（中央広場、

芝生広場）を対象に、公園利用者が選択する居心地の良い空間に

ついて明らかにすることで、利用者に好まれる芝生地の整備や管

理に活かすことを目的とする。このため、①芝生地で利用者がど

こに滞留しているかの行動観察調査、②レジャーシート等の滞留

行動をサポートする用具（以降「補助用具」とする）の利用ニー

ズについて、椅子・レジャーシートの貸出しとアンケート及びヒ

アリング調査、を社会実験として行った。 

なお、本研究では「滞留」を「座る、寝そべるなどの体制で場

所に留まること」と定義した。立った状態は除くものとし、時間

の制限も設けないこととした。 

【図-1】対象地・猿江恩賜公園 
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２．研究方法 

2.1芝生地の滞留場所に関する調査 

 360度カメラを用いて芝生広場、中央広場の利用者を動画撮影

した。一回徒歩10分程度の撮影ルートを設定し、晴天の

2021/8/1(日)の10：00と16:00で2回、2021/10/30(日)・11/3(祝)

は10:30～15:30の1時間ごとに12回、全14回分のデータを取

得し、滞留者のサンプル計370組を得た。分析にはGoogle Earth 

Proを使用し、滞留者を公園の施設（ベンチ・テーブル・四阿）

を利用する人、レジャーシートを利用する人、イベントで貸出し

た椅子を使用する人で分類し、マップ上にプロットした。 

 

2.2椅子・レジャーシート等の貸出しに関する調査 

 滞留場所の選択状況及び、補助用具のニーズを調べるため、椅

子・レジャーシートの貸出しと、参加者や周辺の利用者にアンケ

ート及びヒアリング調査を社会実験として2021/10/30(日)・

11/3(祝)の10:00〜16:00に実施した。受付は芝生広場内で中央

広場からも見通しが効く両広場の中間付近に設営した。貸出し用

の補助用具は椅子17脚、レジャーシート小(130cm×を用意し、

レジャーシート小には位置情報が追跡可能なGPSロガーを利用

者了承の上、装着した。 

 貸出し時にアンケートを実施し、補助用具を積極的に利用する

利用者の属性を把握するとともに、貸出しサービスに対する意識

を調査した。また貸出しサービスを利用していない、両広場利用

者にも同じ質問用紙を用いてヒアリング調査を行った。その結果、

貸出しサービスの利用者46件とヒアリング調査19件、2日間で

合計65件の回答が得られた。 

 レジャーシート小のGPSロガーの分析にはGoogle Earth Pro

を使用し、取得したGPSの軌跡をもとに利用者の滞留場所を対象

の芝生地に限らず広く測定した。 

 

３．結果と考察 

3.1芝生地の滞留場所に関する調査 

 主な結果を【図-2】、【図-3】に示す。10/30(日)・11/3(祝)の

データを見ると【図-2】、利用者は補助用具を使用して滞留する

場合、両広場共に黄線が示す樹冠下や樹冠と広場の境界部分に集

中する傾向が顕著に見られた。また、補助用具を使用した滞留場

所を時間ごとの日照の変化について見ると、日向よりも日陰を選

択する傾向が 70.7%(133/188)であった。これは気温が高い

【写真-1】中央広場 

【写真-2】芝生広場 

【表-1】調査方法 

【表-2】調査日の天候 

【図-3】360度カメラによる10/30・11/3の13:30の滞留状況 

【図-2】360度カメラによる10/30・11/3の滞留状況 
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（30.6℃）夏季の8/1(日)（50％、5/10）より多い傾向が見られ

た。 

 また時間別に見ると、最も混雑したのは13:30であった。その

時間の滞留場所の傾向としては、芝生広場では、一部木々の北側

に偏る傾向が見られるが、広場の木々の配植及び木陰がまばらで

あり、滞留場所は比較的分散していた。一方で、木々が長辺方向

の端に列植されている中央広場では、滞留場所はその時間に日陰

になる広場西側の木々付近に著しく偏っていた。移動可能な補助

用具を使用した利用者は、混雑時でも日陰を選んで滞留しており、

芝生広場の高木の配植に応じて、分散・集中していることがわか

った【図-3】。 

 

3.2椅子・レジャーシートなどの貸出しに関する調査 

 社会実験の結果、２日間で利用者は46組、椅子21組(41脚)、

レジャーシート小と大33枚の貸出しがあった。両日とも最も貸

出しが多い時間帯は12時〜14時頃であった。 

 貸出し時に行ったアンケート調査では、利用者は30代・40代

が78％を占め、未就学児と共に来ている人が60％を超えること

から「子育て世代」がメインの利用者層であることがわかった。

一方でヒアリング調査では、各世代の偏りが比較的少なくなるよ

うに依頼する年代の調査対象者を選択したが、20代未満の回答

は得られなかった【図-4】。 

3.2.1公園で過ごす時間 

今回公園で過ごす時間をたずねた設問では、貸出し利用者の平

均利用時間は115.2分で、ヒアリング対象者の平均利用時間は

83.3分であった。貸出し利用者とヒアリング対象者では、来園

の目的が異なり、公園で過ごす時間が異なっていると考えられる。

散歩目的が多いヒアリング対象者は貸出し利用者に比べて公園

で過ごす時間が短い結果になったと推察される。 

3.2.2貸し出しサービスがあったら借りたいもの 

貸出しサービスであったら借りたいものを複数の選択肢から

選ぶ設問では、選択数の多かった上位４つが移動可能で滞留行動

を促す補助用具（レジャーシート、いす、テント、テーブル）で

あり、ヒアリング調査においても「いす」の選択率が47%にのぼ

った【図-5】。公園利用者の芝生地での自由な滞留行動への意欲

は高く、貸出しサービスへのニーズも高いことがわかった。 

3.2.3公園にあったらよいと思うもの 

公園であったらよいと思うものについて複数の選択肢から選

ぶ設問では、貸出し利用者が主に選択したのはカフェ70%、キッ

チンカー43%、フリーwifi37%であり、ヒアリング対象者はカフェ

79%、キッチンカー47%、フリーwifi42%で、上位２つは飲食関連 

【図-4】回答者の年代（左：貸し出し調査、右：ヒアリング調査） 

【図-5】公園で過ごす時間 

【図-6】貸出しサービスがあったら借りたいもの 

【図-7】公園にあったらよいと思うもの 
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のものであり、バーベキュー場、レストランも10人以上が選択

しており、飲食がしやすい環境が望まれていることがわかった。 

3.2.4 GPSロガーによる滞留場所分析 

 貸し出したレジャーシートに装着したGPSロガーの分析を行

った結果、貸出した補助用具利用者が滞留する場所は、芝生広場

が中心であった。一部、遊具施設がある冒険広場の芝生地部分に

滞留している利用者も確認できた【図-8】。貸出した利用者が滞

留する場所は3.1の調査と同様に芝生広場の樹木の樹冠下の日

影部分や樹冠の落とす日陰の境界部分であった。 

４．考察 

 猿江恩賜公園のタイプの異なる２つの芝生地の広場において、

利用者の滞留行動を調査した結果、以下のことが明らかになった。 

まず、人々の滞留行動は、芝生の広場の木々の樹冠下やその境

界に集中する傾向があり、秋季では特に樹冠下の木陰に集中して

いた。そして日陰の移動に合わせて人々は動き、樹木が分散配置

されていれば分散して、列植されていればその時間に日影になる

場所に集中していた、。このことから芝生広場をデザインする際、

木々の配置や季節や時間ごとの陰の配置を考慮することにより、

人々の滞留行動を促すことができると考えられる。 

また、レジャーシートや移動可能な椅子であれば、固定された

ベンチよりも、利用者は季節や時間による木陰の変化に応じて、

滞留場所の自由な選択が可能になるという点で優れており、貸出

しのニーズも高いことがわかった。貸出しサービスは、公園利用

者にとって居心地の良い滞留場所を選べる重要な手段になりう

ると考えられる。 

 今回、滞留行動には立った行動を含めなかったが、芝生地では

スポーツやボール遊びなどの多様な行動も見られたため、居心地

の良い場所の選択について、他の利用者の動的な行動との共存や

居心地の良い離隔距離などについても、今後調査が必要である。

また、木陰が必要な時期に応じて、樹木の樹種や枝張り・高さ・

常緑樹か落葉樹か、なども樹冠下の快適性に影響を及ぼすと考え

られ、居心地の良い空間づくりのためには配慮すべき事項である。 

また、補助用具の貸出しは特に子育て世代の人たちから支持を

集めており、70％の人が欲していた。また、夏季における「芝生

地の滞留場所に関する調査」ではテント内で携帯扇風機を使うな

どして、暑さをしのぐ利用者が確認された。このような暑さをし

のぐ用具の貸出しを行うことも夏季の芝生地利用の快適性を向

上することにつながると考えられる。さらには、公園内に求める

施設では飲食ができるものが多く選択されており、食べものを気

軽に購入できる環境も求められていることがわかった。今後公園

管理では、利用者の潜在的な滞留意欲を認識し、利用者の自由で

快適な滞留を後押しできる空間づくりや、サービスを提供するこ

とが重要である。 
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【図-8】10/30・11/3のレジャーシート利用者の軌跡 
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