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１．研究の背景
都市空間は、誰でもがアクセスできる公共空間とアクセ
スが限定されている非公共空間に大きく分けられ、公共空
間はさらに、交通機関のための空間と人間のための空間で
ある非交通空間とに分けられる。この非交通空間とは、都
市公共歩行者空間であり、都市における人間の活動・行為
を支え、都市の魅力を高める重要な空間である。そこに人
が集まることで都市の活力の源となるため、都市・まちづ
くりにおいて空間形成の重要なターゲットとなっている。
都市公共歩行者空間は、都市社会の要請に応じて、例え
ば公園・広場のようにオープン・スペース（空地）1)～3)と
して取り上げられ、あるいは、自動車交通空間との対比に
おいての歩行者専用空間 4),5)、室内化された街路 6),7))、商業
空間との関連としての歩行者空間 8),9))、プライベートに対
してのパブリックな空間 10)、歩行者が自由にアクセスでき
る自由空間 11)として取り上げられたりし、そういう枠組み
の中で、それぞれ特有の性質・役割を担う空間として着目
され、調査・分析・空間形成の対象となってきた。
筆者らは、都市公共歩行者空間が、内空間であること（少
なくとも天井、屋根で覆われている空間）と、外空間であ
ること（天井、屋根に覆われていない空間）との差異に、
まず着目することとした。内空間・外空間によって、空間
の人間的意味（空間感覚を含む）
、働き、役割、空間におけ
る人間行動などにおいて見出すことができる“空間性”が
大きく異なると考えられるからである。そして、物的な内
空間・外空間に、内部性（内空間に特徴的であるような空
間性）
・外部性（外空間に特徴的であるような空間性）とい
う空間性を加え、都市公共歩行者空間のうち、内空間およ
び内部性の高い外空間をアーバン・インテリアと規定し、
研究対象としてきた。アーバン（urban）とは「都市（街、
都会）の（に属する、に関する、を構成する、を含む）
」と
言う意味合いであり、アーバン・インテリアは、都市を構

成するインテリアである。アーバン・インテリアは、人間
に親密な、都市における人間のための空間と言えよう。
今までは、主として内空間であるアーバン・インテリア
（内空間アーバン・インテリアと呼ぶ）に焦点をあて、そ
の歴史的経緯や空間構成について研究を進めてきた 12)～16)
が、近年の都市再開発に伴う多様な歩行者空間の出現を鑑
みると、内空間ではないアーバン・インテリアについても
その特性を考察する必要があると考えられる。
２．研究の目的
近年の種々の都市開発に伴って生み出されている、多様
なかたちの高品質な歩行者空間としては、例えば、大阪の
ディアモール大阪やクリスタ長堀のような新しいタイプの
地下空間、横浜のみなとみらい２１のクイーンズスクエア
や東京の丸の内オアゾ、神戸のキャナルガーデンのような
建築物の内空間、大阪のオオサカガーデンシティやコムズ
ガーデン、東京の六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、恵比
寿ガーデンプレイスなどにおける建築物に取り囲まれた内
部性の高い外空間をあげることができる。
本研究では、これらの中でも内部性の高い外空間である
アーバン・インテリア（外空間アーバン・インテリアと呼
ぶ）を研究対象として取り上げ、都市空間の中での位置付
けとその内部性について考察することを目的とする。
３．研究対象
外空間アーバン・インテリアは、例えばヨーロッパの都
市広場等、
歴史の中で様々なかたちで生まれてきているが、
近年の日本の都市開発で生まれてきた外空間アーバン・イ
ンテリアに着目し、その空間的様相と内部性について分
析・考察する。
ここで具体的に取り上げるのは、表－１に示す、大阪、
東京、福岡における近年の都市開発 14 地区である。これら
の開発前の所有あるいは開発経緯と、おおよその敷地面積
は、表－１の通りである。
４．アーバン・インテリアの空間形態ダイアグラム
各地区（敷地）内の外空間アーバン・インテリア、及び
内空間アーバン・インテリア(但し建物内は除く)と建物、
地区（敷地）との大まかな関係を、平面的、断面的にダイ
アグラム化し、表したのが、図－２である。
これらは敷地規模を考慮していないが、表－１に示されて
いるように、対象地の規模には大きな差があり、敷地内に
複数棟の建物が建っているのは規模が大きな場合である。
敷地規模が大きくないにも関わらず外空間アーバン・イ

図－１ 都市空間
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表－１ 近年の都市開発事例
名称

場所

敷地面積
㎡

年

開発前

梅田センタービル

大阪市北区

約8,000

1987 ゴルフ打ち放し場

コムズガーデン

大阪市

約2,500

1990 地下鉄営業開始に伴い開設

新梅田シティ

大阪市北区

恵比寿ガーデンプレース東京渋谷区
キャナルシティ博多

福岡市博多区

東京国際フォーラム

東京千代田区

41,800

旧ダイハツディーゼル本社・大
1993 阪工場、旧東芝関西支社とその
周辺地域

83,000

1994 サッポロビール工場

34,000
27,000

1996 鐘紡工場
1997 東京都庁舎

オオサカガーデンシティ 大阪市北区

100,000

1997 国鉄梅田貨物南ヤード

堂島アバンザ

大阪市北区

約6,800

1999 毎日新聞大阪本社

港町リバープレース

大阪市浪速区

17,930

2002 国鉄湊町貨物ヤード

汐留シオサイト １区

東京港区

53,610

2003 汐留貨物駅

六本木ヒルズ

東京都港区

なんばパークス

大阪市浪速区

約30,000

丸の内オアゾ

東京千代田区

23,800

2004 国鉄本社ビル等

東京ミッドタウン

東京都港区

78,400

2007 防衛庁

平面的図

116,000

５．空間的様態の類型化と特徴
４．における空間形態ダイアグラムを基に、その類型化
を図り、道路との接し方や空間の特徴、内空間アーバン・
インテリアとの繋がり等を表したのが、図－２である。こ
れより以下の事柄がわかる。
(1)敷地内配置
外空間アーバン・インテリアと地区あるいは敷地との関
係は、①建物の周縁に沿っている周縁タイプ、②敷地内の
建物に囲われた敷地内タイプ、③地下に下がっているサン
クンガーデンタイプ、の３タイプに大別できる。
周縁タイプは、敷地内に建物が１棟、あるいは、一列に
建ち、建物周囲に外空間アーバン・インテリアが広がって
いるため、道路との接面が比較的大きくなる。
敷地内タイプは、さらにその配置により、貫通タイプ（敷
地を貫通する）
、アイストップタイプ（敷地内を貫通しかけ
るが、途中、奥正面に大きなアイストップがあり、視線が
とめられてしまう）
、ホールタイプ（敷地内の中央に広場的
にある）に細分類される。
貫通タイプは、両側の建物に挟まれて敷地を貫通するの
であるが、貫通していく形状を見ると、建物配置や形状に
よっていくつかのパターンが見出される。東京国際フォー
ラムの建物ステップ状配置、キャナルシティ博多での緩や
かな曲線を描く形状、なんばパークスでは自由曲線のよう
にくねる形状である。これらの建物配置や形状によって、
外アーバン・インテリアでの視界には変化が生じ、視覚的
な空間の豊かさを創り出していると考えられる。
アイストップ型の恵比寿ガーデンでは、外空間アーバ
ン・インテリア空間の正面にファサードのきれいな主要建
物を配置し、東京ミッドタウンでは正面に大屋根の架かっ
たエリアを配置し、両側と奥の３方向が囲まれたような見
せ方をしている。
東京ミッドタウンでは、敷地内にさらにコロネードと建
物に囲われるようにして外空間アーバン・インテリアが作
られ、これはホールタイプと分類できる。
サンクンガーデンタイプは、地下に大きくレベルが下がる
ことにより、
周囲の地表レベルの道路との関係が遮断され、
歩行者占有、また占有感の強い空間を創り出している。ま
た、堂島アバンザや梅田センタービルでは、サンクンガー
デンとその周囲の地表面とを階段で結び、地上の外空間ア
ーバン・インテリアとの一体感も図られている。
これより、
サンクンガーデンタイプはサンクンガーデンのみの型とサ
ンクンガーデンリンク型とに細分類することができる。
(2)道路接面
道路との接し方については、道路と接する部分の多いの
は、大阪ガーデンシティのような周縁タイプである。ここ
では、
外空間アーバン・インテリアは道路と平行にあるが、
道路面からはレベルが大きく上がり、道路との隔離が図ら
れている。同じく周縁タイプの湊町リバープレースでは、
一方はウォーターフロントに面し、もう一方は２階レベル
のデッキとなって道路面とは離れている。

2003 密集した市街地
2003 大阪球場
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図－２ 空間形態ダイアグラム
ンテリアが敷地境界に接しているのは、例えば堂島アバン
ザのように地下レベルにあるか、湊町リバープレースのよ
うに２階レベルの上がっているような場合であり、周囲環
境とのレベル差の工夫が見られる。また、湊町リバープレ
ースは特に川に接しているという独特の立地条件を上手に
使い、ウォーターフロント開発に伴う、川に向かって視界
の広がるアーバン・インテリア空間の創出している。
敷地内を通り抜けている場合も、キャナルシティ博多の
ように、同じ道路に出てくるもの、東京国際フォ－ラムの
ように、敷地内をショートカット的に、貫通できるもの、
なんばパークスのように、常に上階レベルで貫通できるも
の等、いくつかのタイプが見られる。
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類型化
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大きなレベル差や植栽等で道路
道路より１階 から分離。
分以上上が 花壇や緑が多く、シリーズになっ
る
ているオブジェが多くある。
コロネードがある

周縁

有

有

有

有

有

有

有

湊町リバープレース
(平面的図)
一面は川、
一面はレベ
ル差

大階段、川に向かって眺望。
２階レベルの広場的空間

有

東京国際フォーラム
高いポール 大きな樹木が多い。
が５本、車止 木陰にベンチ等が配置。
め

有

有

有

道路から下
がるか、空
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クセス

有

有

有

水が流れ、プランターボックス配
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有

有
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ザ的空間

有
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正面の高い位置に大屋根がか
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緑が多く、水が流れる。
地下空間が見える

有

有

有

有

有

無

地理的状況もあり、周囲の空間よ
り上がっている。建物ファサード
と、コロネードに囲まれる。大屋根
のかかったプラザに接続。

有

有

有

有

有

無

地下空間で多方面に繋がる。
建物はそのまま上に伸び、地下
であることを感じさせない。

有

有

有

無

周囲の地上空間とは階段で連
絡。サンクンガーデンを囲むよう
に、地下レベルにコロネード有り。

有

有

有

有

無

地下街空間に接続。周囲の地上
空間とは階段で連絡。地上空間
にも緑に囲まれた外空間アーバ
ン・インテリア有り。

有

有

有

有

無

地下空間と接続。周囲の地上空
間とは階段で連絡。サンクンガー
デンを囲むように、地下レベルに
店舗、庇のある空間が有。

有

有

有

キャナルシティ博多
貫通
(平面的図)

道路と接する部分の空間幅は狭
く、道路から隔離。
緑、水が多い。

有

有

なんばパークス

敷地内

有

恵比寿ガーデンプレース

アイス
トップ

東京ミッドタウン
(平面的図)

六本木ヒルズ
ホール
(平面的図)
汐留シオサイト 1区

梅田センタービル

サンク
サンクン ンガー
ガーデン デンリ
ンク

（断面的図）

堂島アバンザ

有

コムズガーデン

図－３ 外空間アーバン・インテリアの空間形態類型化
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有

敷地内の貫通タイプや、アイストップタイプでも道路と
接する部分があるが、例えば、キャナルシティ博多では、
道路から階段で下るか空中歩廊で道路を越えてアクセスす
る、なんばパークスでは２階レベルの空中歩廊で隣接する
建物から直接アクセスするようになっている。レベル差を
もうけることによって道路との間にバリアをもうけている
ことがわかる。道路とレベル差のない東京国際フォーラム
では、道路接面には、高いポールが立てられたり、車留め
が配置され、また、東京ミッドタウンでは、幅広く取られ
た道路沿いのエリアには、ゆったりとしたショーケースが
いくつも配置され、道路との距離感が作られている。
敷地内ホールタイプは敷地中央あたりに位置するため、
道路との接点はない。サンクンガーデンタイプも道路との
接点はない。
(3)内空間アーバン・インテリアとの繋がり
外空間アーバン・インテリアは、恵比寿ガーデンプレー
スや東京ミッドタウンでは、大屋根に覆われたプラザ的空
間である内空間アーバン・インテリアに接し、丸の内オア
ゾでは、ガレリアや室内広場空間といった内空間アーバ
ン・インテリアに隣接している。オオサカガーデンシティ
では、屋内公共通路へのアクセスを複数有し、さらに外空
間アーバン・インテリアに沿って、建物ファサードの下層
部にはコロネードが一部併設されている。六本木ヒルズで
は、外空間アーバン・インテリアを取り囲むように緩やか
に湾曲したコロネードで配置されている。
地下鉄駅とつながっているものとしては、コムズガーデ
ン、丸の内オアゾ、汐留シオサイト、六本木ヒルズ、オオ
サカガーデンシティ等があげられ、これらからは、外空間
アーバン・インテリアが地下空間という内空間アーバン・
インテリアに連続していることがわかる。
今回対象とした 14 地区の内、13 地区において内空間と
の接続を保っていることがわかった。外空間アーバン・イ
ンテリアは、様々な空間形態で内空間アーバン・インテリ
アとの強い繋がりを有していると言える。
(4)空間演出的特徴
どの外空間アーバン・インテリアにおいても、ベンチ、
樹木も含めた植栽やプランターボックス、噴水等（これら
をここでは空間演出装置と呼ぶ）の設置が見られる。東京
国際フォーラム、堂島アバンザでは、積極的に樹木が植え
られ、木々の間の空間が楽しく演出されている。また、好
ましい自然としての水も取り入れられ、恵比寿ガーデンプ
レースや、東京ミッドタウン、オオサカガーデンシティ、
キャナルシティ博多では、水が流されており、湊町リバー
プレースでは川縁のウッドデッキに繋がり、外空間アーバ
ン・インテリアでの視界は大きく川に向けられている。と
同時に、それらの空間にはベンチや植栽等のヒューマン・
スケールのものも配置されている。
外空間アーバン・インテリアは、空間が何らかの形で囲
われることによって内部性が生み出されているだけではな
く、空間スケールを都市スケールから人間のスケールにダ

ウンさせるこれらの空間演出装置によっても、積極的に内
部性を創出させていると考えられる。
５．まとめ
近年の都市開発においては、外空間アーバン・インテリ
アとして、歩行者占有空間、緑や水等の好ましい自然の空
が積極的に取り入れられており、それらの空間形態は大き
く、周縁タイプ、敷地内タイプ、サンクンガーデンタイプ
に類型化できることがわかった。また、外空間アーバン・
インテリアは、屋内公共通路、建物内アトリウム空間、一
部が大屋根に覆われた遊歩道空間、地下鉄駅や地下通路・
地下街空間等の内空間アーバン・インテリアとの連続性が
保たれていること、この空間内には、空間スケールを都市
的スケールから人間のスケールに合わせるように、ベンチ
等の空間演出装置が配置されていることも明らかになった。
そして、外空間アーバン・インテリアの内部性は、空間
形態的に囲われているだけでなく、内部空間との繋がりや
物的・スケール的に人間（歩行者）の空間と感じられるこ
ととも深く関わりながら生み出されていると考えられる。
アーバン・インテリアという観点からは、外空間アーバ
ン・インテリアと内空間アーバン・インテリアとの密接な
つながりが見られ、内・外融合したような、寧ろアーバン・
インテリア・コンプレックスと言っても良いような、複雑
化したアーバン・インテリアの様相を伺うことができたと
言えよう。
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