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第1章 序章                                      

１－１．背景と目的 

 交差点は、本来の目的から考えれば道路の交差部であるが、周囲に歩道や

建築を従えて構成されており、それらによって歩行者は交差点を「あるまとまり

をもった領域」としてとらえているのではないだろうか。そうであるならば、すで

に高密化した大都市中心部の中で、非建蔽地である交差点を新たなオープン

スペース的な空間として、創出することも可能であるだろう。交差点を領域を持

つ空間としてとらえ定量的に測ることができれば、オープンスペース的な空間

を目指した道路計画や建築の配置計画に役立つと考える。 
 都市において社交的なオープンスペースとしてアーバンデザイン史上注目

されてきた西欧型広場（以降、広場と呼ぶ）を考えると、広場でも交差点でも建

築はそれらを囲い込むように建っている。またどちらも人が往来し、立止るとい

うことからも、交差点を広場と似た性質を持つものとしてとらえることができる。 
 そこで本研究では、交差点を広場と似た性質をもちうる空

間と捉え、その観点から交差点を定量的に判別することのできる

指標を提示し、交差点を記述することを目的とする。 

１－２．研究の位置づけ 

 外部空間の設えやプロポーションなどの空間形態の作法を明

らかにする研究としては、三浦による一連のイタリアの広場に関

する研究ⅰなどがあるが、交差点に着目したものはない。 
 また、交差点を周辺の建築などとともにひとつの空間として捉

えた研究として小池らによるものⅱがあるが、その研究は交差点

を囲む建築ファサードに特化した研究であり、交差点の領域に

着目したものではない。 
１－３．研究の構成 

本研究では、交差点を広場と似た性質を持つ空間と捉え、そ

の性質を「交差点の空間的特性」と「交差点の視覚的特性」という

２つの側面から考える。２章・３章で「空間的特性」による分類を

行い、４章・５章で「視覚的特性」による分類を行う。３章と５章で

分類された交差点群を６章で分析・考察し、７章で結論とする。 

１－４．対象の選定 
 本研究は交差点を公共の広場と似た性質を持つ空間と捉える

立場に立つため、不特定多数の個人が経験可能な交差点であ

ることが望ましい。そこで、人を集客する要素を多様に持ち、且

つ、アクセスしやすい交差点として首都圏中心部の商業集積地

区に位置する交差点の中から選定した。対象となる交差点は表

１に示した24ヶ所である。 

第2章 交差点の領域的特性              

２－１．領域としての交差点 

交差点は隣接する歩道及び周辺の建築などとともに構成され

行者に捉えられていると考えられる。また、その領域は周囲の建

よって規定されているとも考えられる。そこで本研究では、以後上

ち交差点を「ある領域を持った場」と捉えることとする。 
１章でも述べた通り、交差点には広場との共通点が多く見られ

を広場との比較から考え、これまで与えられてきた広場に関す

に照らし合わせることが、交差点の性質を考える上で参考になる

２－２．広場に関する既往知見の整理と再解釈 

２－２－１．既往知見の再解釈 
 広場の領域に関する既往知見は面積、プロポーション、囲繞

るが、交差点と広場は単に類似した空間であるため、広場に与え

標が交差点にそのまま当てはまるとは考えにくい。そこで広場の

なおすことにより、交差点の特徴に対応した新たな指標を考える

交差点が道路の交差部であり、その空間領域に道路が貫入し

め、広場に比べて周囲に建築のない隙間が圧倒的に

の領域は単純に定めることが難しい。そこで、

交差点の領域を概略として把握するために、

本研究では（楕）円を用いることにする（以後

大円と呼ぶ）。これは、交差点周辺の建築に

内接する円であり、最大面積且つ最大接点

数のものを採用したものである。 
 大円を用いて、既往の

大きくなるため、交差点

知見を以下のように

 

積を比較する場合、前者が長方形の面積で与えられ、後

う既往の知見ⅲ

は

を比較する場合、それぞれは長方形と楕円

の

読み替える。 
２－２－２．面積

図１ 大円の例

 広場と交差点の面

者が楕円の面積で与えられることに注意する必要がある。そこで、既往の知見

による面積は、その内接楕円の面積と読み替えることとした。その２つの図形

の面積については、長方形面積の約78%が楕円面積となる。 

これを踏まえると、ジッテによる広場面積平均値 8236ｍ２とい

約6400ｍ２とよみかえられ、三浦による広場面積平均値約6400ｍ２という知見
ⅳは約5000ｍ２とよみかえられる。広場に適した幅員と言われる60ｍと社交距離

の限界値 135ｍの２つの数値も広場に適した面積を示すものと考えられ、60×

60＝3600ｍ２、60×135＝8100ｍ２を同じようによみかえると、それぞれ約 2800

ｍ２、約 6400ｍ２となる。次章では、各交差点の大円の面積を測定し、本節で設

定した数値を基準として分類を行う。 
２－２－３．プロポーション 

広場と交差点のプロポーション

長辺・短辺の比であり、これらは互いに同じ値を示すといえる。ここで、ジッ
表1．交差点名一覧

1 渋谷駅前

2 新宿ＧＡＰ前

3 銀座４丁目

4 宮益坂下

5 池袋駅東口

6 小滝橋

7 神宮前

8 麻布パティオ

9 数寄屋橋

10 池袋駅西口

11 新見附

12 自由が丘駅前

13 赤坂見附

15 四ツ谷駅前

16 表参道駅前

19 浅草駅前

20 上野駅前

21 品川駅前

23 玉川高島屋前

24 歌舞伎町入口

25 代官山鎗ヶ崎

28 六本木

29 猿楽町交番前

30 明治神宮駅前
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テと三浦の提唱する一般的な広場の比率が1：1～1：3であるが、上記理由によ

りこの値をそのまま基準として用いることとする。次章では、大円の長辺の長さ、

短辺の長さを計測し、本節で設定した数値を基準として分類を行う。 
第3章 交差点の空間的特徴による分類           

2 章で設定した指標に基づきデータを計測し、２章で明らかにした基準によ

っ

章 交差点の視覚的特性                    

て対象交差点を分類した。結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4      

いう形で立ち止まらざるを得な

い

いるこ

と

離に関する既往知見の整理

点内部の情報を測る

に関する指標 

め２つの指標を設定する。 

域に対する距離を求めるもので、小円の対角方向の 

４－１．交差点内部の特徴的な視点の把握 

交差点では道路のため、人間が信号待ちと

位置があり、その位置が交差点空間内部の特徴的な視点と言える。 

そこで本研究では、人の立ち位置を把握するツールとして（楕）円を用

にする（以後小円と呼ぶ）。これは交差点に隣接する歩道に内接する円であ

り、最大面積且つ最大接点数のものを採

用したものである。この円の接点が人の特

徴的な立ち位置であり、その接点が交差

点内部での特徴的な視点を表している。ま

た、その接点間の距離が交差点内での人

と人との間隔及び人と対岸領域との距離を

表すもので、その点から交差点全体を見る

という行為を想定する。 

４－２．視対象までの距  

 交差点内部での特徴的な視点から、さまざまな交差

ために、視対象までの距離に関する既往知見の整理を行った。それをまと

めたものが図５である。 
４－３．交差点の視覚特性

 以上より、交差点の視覚的特性を測るた

「対岸までの距離」 
対岸の人及び対岸の領

図２ 小円の例 

指 尺度 基準

2800～
６４00ｍ２

１．渋谷駅前、 橋、10．池袋駅西口、15．四ツ谷駅前
16．表参道駅前、21．品川駅前、28．六本木、30．明治神宮駅前

上記以外

標 交差点

４．宮益坂下、５．池袋駅東口、７．神宮前、９．数寄屋

２．新宿ＧＡＰ前、３．銀座４丁目、６．小滝橋、８．麻布パティオ、11．新見附、12．自由が丘駅前、13．赤
坂見附、
19．浅草駅前、20、上野広小路口、23．玉川高島屋前、24．歌舞伎町入口、25．代官山槍ヶ崎、29．猿楽
町交番前

1.1～３．
０

１．渋谷駅前、２．新宿ＧＡＰ前、４．宮益坂下、５．池袋駅東口、６．小滝橋、７．神宮前、９．数寄屋橋
10．池袋駅西口、11．新見附、12．自由が丘駅前、13．赤坂見附、16．表参道駅前、19．浅草駅前、20．上野
駅広小路口、21．品川駅前、23．玉川高島屋前、24．歌舞伎町入口、25．代官山槍ヶ崎、28．六本木、30．明
治神宮駅前

上記以外 ８、麻布パティオ、３、銀座4丁目、15、四ツ谷、29、猿楽町交番前

1
１．渋谷駅前、３．銀座４丁目、４．宮益坂下、７．神宮前、８．麻布パティオ、10．池袋駅西口、12．自由が丘駅
前、15．四ツ谷駅前、16．表参道駅前、20．上野駅広小路口、21．品川駅前、24．歌舞伎町入口、28．六本
木、30．明治神宮駅前

2 ２．新宿ＧＡＰ前、６．小滝橋、９．数寄屋橋、19．浅草駅前

2以上 ５．池袋駅東口、11．新見附、13．赤坂見附、23．玉川高島屋前、25．代官山槍ヶ崎、29．猿楽町交番前

上２５％ １．渋谷駅前、２．新宿GAP前、４．宮益坂下、８．麻布パティオ、12．自由が丘駅前、30．明治神宮駅前

下２５％ ５．池袋駅東口、13．赤坂見附、19．浅草駅前、23．玉川高島屋前、25．代官山槍ヶ崎、29．猿楽町交番前

上記以外
３．銀座４丁目、６．小滝橋、７．神宮前、９．池袋駅西口、10．池袋駅西口、11．新見附、15．四ツ谷駅前、16．
表参道駅前、20．上野駅広小路口、21．品川駅前、24．歌舞伎町入口、28．六本木

角度

交差点
の
ポーショ
ン

ま

囲

交差
の

面積

長短比

円の数

プロ

とまり
度

繞度

点
面積

表２．交差点の領域的特性による分類 



 

 
 
 
 
 
 
 
接点間の距離を「対岸までの距離」と る。 

を求めたもので小円の一つの接点

と る。 

を求めたもので小円の一つの接点

する。識別距離を分類の基準にすする。識別距離を分類の基準にす

「各視点における建築による囲繞度」 「各視点における建築による囲繞度」 
対岸方向を見たときの建築による囲み具合対岸方向を見たときの建築による囲み具合

と対角方向の接点を結んだ直線を視軸と定め視軸から左右 60°の範囲の内

での建築壁面の角度を「各視点における建築による囲繞度」とする。その方向

の角度が大きいことがその点からの囲繞度が高いことを示していると考える。 

と対角方向の接点を結んだ直線を視軸と定め視軸から左右 60°の範囲の内

での建築壁面の角度を「各視点における建築による囲繞度」とする。その方向

の角度が大きいことがその点からの囲繞度が高いことを示していると考える。 

 

第5章 交差点の視覚的特性による分類                                     

４章で設定した指標に基づきデータを測り、４章で明らかにした基準によっ

て

差点

～25ｍ
２．新宿ＧＡ 浅草駅前、23．玉川高島屋前、24．歌舞伎町入口、25．
代官山槍ヶ崎、29．猿楽町交番前、30．明治神宮駅前

25ｍ～
１．渋谷駅前、３．銀座４丁目、５．池袋駅東口、６．小滝橋、７．神宮前、９．数寄屋橋、10．池袋駅西口、11．新
見附、12．自由が丘駅前、13．赤坂見附、15．四ツ谷駅前、16．表参道駅前、20．上野駅広小路口、21．品川
駅前、28．六本木

上25パー
セント

１．渋谷駅前、４．宮益坂下、 品川
駅前

下25％
５．池袋駅東口、13．赤坂見附、 29．
猿楽町交番前

上記以外
２．新宿ＧＡＰ前、３．銀座４ 谷駅
前、16．表参道駅前、19．浅草

視点間
の対角
距離

対岸まで
の距離

最大囲
繞角度

囲繞度

対象交差点を分類した。結果を以下に示す 
 
指標 尺度 基準 交

Ｐ前、４．宮益坂下、８．麻布パティオ、19．

６．小滝橋、８．麻布パティオ、10．池袋駅西口、20．上野駅広小路口、21．

23．玉川高島屋前、24．歌舞伎町入口、25．代官山槍ヶ崎、28．六本木、

丁目、７．神宮前、９．数寄屋橋、11．新見附、12．自由が丘駅前、15．四ツ
駅前、30．明治神宮駅前  

第6章 分析・考察                              

00ｍ

 ３章と５章で各指標ごとに分類したものを、

各交差点ごとの広場に似た性質をまとめた

ものが表４である。各セルの記号は、○が

広場に似た性質を表し、×が広場に似た

性質とはいえないことを表している。無印

はどちらともいえないことを表している。 

 表４の結果、広場に似た性質を持つ交差

点は、「１．渋谷駅前」、「４、宮益坂下」、

「10．池袋駅西口」、「21．品川駅前」、「30．

明治神宮前」などが挙げられ、逆に広場に

似た性質を持たない交差点は、「13．赤坂

見附」、「29．猿楽町交番前」などが挙げら

れる。今回は広場に似た性質を持つ交差

点である以下の交差点についてみること

にする。 

●「１．渋谷駅前」交差点 

で比較的大

円と重

差点 

は約

約 40、

円の中心に偏りがあると

約

50

すく なっ

大円に対して小円が比較的大きいと分かる。

そ

行

                       

 渋谷駅前は、面積は 7039ｍ２

領域の交差点であるが、基準とした広場に

適しているといわれる範囲には近い。また、

プロポーションは、長短比が約 1.2 で既往

知見を基準に考えると広場としてのポテン

シャルを持つプロポーションである。つまり、

ていると言える。また、描かれる大円は１つに決まり、囲繞度はサンプル中最

大であった。このことから、周囲の建築の配置によって領域がひとつのまとまり

として認識されやすく、建築や周囲の諸要素と一体となった空間になりやすい

と考えられる。以上を纏めると、領域的特質として広場と似た性質を持っている

と言える。また、対岸までの距離は、２方向とも約50ｍで、対岸の人の顔を識可

能な距離を越えているが、人の動作は確認できる程度の距離だといえる。各視

点における囲繞度は全体的に大きな数値を示し、視点によって囲繞度には差

があり、人の立つ位置によって受ける印象の異なる交差点だといえる。 

 ここで実際の空間を見てみると、２円の中心に偏りがあると分かる。小

ならない大円部分に大きな島状の

歩行スペースが存在し、そこは人

の自由な行動が可能なオープンス

ペースとなっている。 

●「４．宮益坂下」交

 宮益坂下交差点は、面積

5500ｍ２で既往の広場面積の平均

値とほぼ一致している。また、プロ

ポーションは、長短比が約1.4 で既

往知見により示した範囲に含まれ

ている。描かれる大円は１つに決ま

り、囲繞度はサンプル中で比較的

高かった。このことから、周囲の建

築の配置によって領域がひとつの

まとまりとして認識されやすく、建築

や周囲の諸要素と一体となった空

間になりやすいと考えられ、領域的

特性からみると、広場と似た性質を

持っている交差点と言える。また、対

30ｍで、基準となる既往知見と比較すると動作が確認できる程度の距離だとい

える。各視点における囲繞度は視点によって囲繞度には差があり、人の立つ

位置によって受ける印象の異なる交差点だといえる。 

 ここで実際の空間を見てみると、渋谷駅前と同様に２

形状として広場に似た性質を持っ

岸までの距離は２方向がそれぞれ

分かる。しかし宮益坂下の場合は、小円と重ならない部分が歩行スペースでは

なくロータリーとして利用されている。大きな歩行スペースが生まれるポテンシ

ャルの高い部分をロータリーが占有しているため、広場に似ているという観点

では、効率的に利用できているとは言えない。 

●「10．池袋駅西口」交差点 

池袋駅西口交差点は、面積は
２で既往の広場面積の平均

値とほぼ一致している。また、プロ

ポーションは長短比が約 1.9、で既

往知見の範囲内であり、広場に似

た性質を持つと言える。描かれる大

円は１つに決まり、囲繞度はサンプ

ル中で比較的高かった。このことか

ら、周囲の建築の配置によって、領

域がひとつのまとまりとして認識されや

た空間になりやすいと考えられる。よって、領域的特性からみると広場と似た性

質を持っていると言える。対岸までの距離は２方向がそれぞれ約 100、40ｍで、

基準となる既往知見と比較すると動作が確認できる程度の距離だといえる。各

視点における囲繞度は視点によって差があり、人の立つ位置によって受ける

印象の異なる交差点だといえる。 

ここで実際の空間を見てみると、

、建築や周囲の諸要素と一体と

のため、歩行スペースは領域の隅に寄せ集められ、充実しているとは言え

ない。渋谷駅前と比較すると、領域としてのポテンシャルは同程度だといえる

が、大円に対して小円が大きいため歩行スペースの領域内での割合は少なく

なり、広場に似ているという観点では効率的に利用できているとは言えない。 

また、２円の長辺が同じ方向を向いていると読み取れる。それによって、歩

スペースはパラレルに領域内に配置されていて、ある種通路的な空間とし

て認識されてしまう可能性がある。 

第７章 結論          

本研究の結論は以下の通りである。 
① 、東京中心部の交差点を最も広場

ション」、「ま

西欧型広場と似ているという観点から

に似ている「１．渋谷駅前」、「４．宮益坂下」などや、最も広場から遠い

「13．赤坂見附」、「29．猿楽町交番前」などと分類した。 
②そのような分類を行うための指標として「面積」、「プロポー

とまり度」、「囲繞度」、「対岸距離」、「各視点からの囲繞度」を提示した。 
参考資料 ⅰ）三浦金作（1989）「イタリアの広場の構成に関する研究」日本建築学会計画系論文 No．398

ⅱ）小池ら（2000）「都市中心部の角地建築群のファサードにより形成される交差点空間」 日本建築学会大

会学術講演梗概集 p805－ ⅲ）ｃ.ジッテ「広場の造形」美術出版社 ⅳ）三浦金作「広場の空間構成」鹿島

出版会 ⅴ）例えば、P.Dスプライレゲン「アーバンデザイン」日本サムシング  
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図５ 距離に関する既往の知見 

 

1 渋谷駅前 ○ ○ ○ ○

2 新宿ＧＡＰ前 ○ ○

3 銀座４丁目 × ○

4 宮益坂下 ○ ○ ○ ○ ○

5 池袋駅東口 ○ × × ×

6 小滝橋 ○

7 神宮前 ○ × ○

8 麻布パティオ × ○ ○ ○ ○

9 数寄屋橋 ○

10 池袋駅西口 ○ ○ ○

11 新見附 ×

12 自由が丘駅前 × ○ ○

13 赤坂見附 × × ×

15 四ツ谷駅前 ○ × ○

16 表参道駅前 ○ ○

19 浅草駅前 × ○

20 上野駅前 ○ ○

21 品川駅前 ○ ○ ○

23 玉川高島屋前 × × ○ ×

24 歌舞伎町入口 ○ ○ ×

25 代官山鎗ヶ崎 × × ○ ×

28 六本木 ○ ○ ×

29 猿楽町交番前 × × × ○ ×

30 明治神宮駅前 ○ ○ ○ ○

表３ 視覚的特性による分類

対岸
各視
点から
の囲
繞度

面積 ポー
ション

の囲
繞度

大円
の数

点 の距
離

プロ 全体
交差

表４ 各交差点の特性一覧 

図６ 渋谷駅前交差点平面図 

図７ 宮益坂下交差点平面図 

図８ 池袋駅西口交差点平面図

図３ 対岸の距離 図４ 各視点における建築による囲繞度 


