
1. はじめに

1-1 研究の背景

　大学は、教育と研究が行われる場であるとともに、こ

れに関わる人々が日常的に生活をする環境である。近年、

大学キャンパス空間の質や豊かさが重要視されている。

　キャンパス空間の豊かさに寄与する要素として、オー

プンスペース（以下 OS注 1)）を挙げることが出来る。大

学キャンパスにおける OS の役割には、憩い、交流、学習

など学生や教職員をはじめキャンパスを利用するコミュ

ニティの様々なアクティビティを生み出し支える機能、

建物の配置を制御する外部空間としての機能、景観の継

承と形成、緑地環境の保全機能などがある。個々の OS が

有機的に連続しキャンパス空間の骨格を形成し、周辺市

街地を含めた広域的なネットワークをつくり多様な活動

を生み出す魅力的な環境をつくり出している大学は多い。

　日本におけるこれまでのキャンパス計画では、建物

個々の建設に主眼を置き、OS の対処療法的な整備によっ

て、キャンパスにおける OS に高い価値が見出されず重

要視されてこなかったことをふまえ、近年その空間の質

の向上に向けた調査・研究が重ねられている。

　また、空間の魅力に寄与する要素の一つに、浸透性

（Permeability: パーミアビリティ）という概念がある。

歩行者の浸透性が高いまちや空間は、人々が隅々まで行

き渡り、コミュニティの活性化、防犯性能向上などの点

でメリットがあるとされる。浸透性の高い都市は、その

都市空間の魅力が高いと言われており、これは都市だけ

でなくキャンパス環境においても同様である。

1-2 研究の目的

　本研究は、浸透性という観点から大学キャンパスの

OS の空間構成に着目し、世界の大学キャンパスを対象

として、浸透性の高い魅力的なキャンパス環境に寄与す

る OS の構成とその評価手法を明らかにすることを目的

とする。

1-3 既往研究

　OS の評価手法に関する研究には、石田らの、屋外空

間評価のための壁面延長線を用いた単位空間設定と「開

放感 - 閉鎖感」に関わる指標を構築した研究 3) などが

ある。また、浸透性に関する研究には、松永らの街区の

規模と街路の階層性からパーミアビリティ（浸透性）を

検討した研究 5) などがあるが、キャンパス空間を浸透

性の視点から評価分析を行った研究は見られない。

2. 研究の方法

2-1 研究のフロー（図 1）

　本研究では、研究対象となる大学を抽出し、地図資料

等を収集したのち、土地利用による分析を行い、クラス

ター分析を用いて対象大学をいくつかのパターンに分類

する（3 章）。次に、それぞれのパターンの代表校を抽

出し、キャンパス内の OS の構成について詳しく分析を

行い（4章）、考察を行う（5章）。

2-2 用語の定義：浸透性（Permeability）

　パーミアビリティとは、浸透性や透過性という意味の

言葉で、Ian Bentley により " 行きやすさ " という空間

特性として記述されている 4)。パーミアビリティの特徴

的な概念として「歩行者にとってわかりやすく明確な空

間構成、経路選択性が高い、街路密度が高い」などがあ

り、都市空間において人々がまちの隅々まで行き渡りや

すい所を浸透性が高い所として定義している。

　本研究では、このパーミアビリティの概念をキャンパ

ス空間に適用し、キャンパス空間における人々の行き渡

り易さ（浸透性）を評価する。

2-3 研究の対象

　対象大学の選出にあたり、世界の大学ランキングを実

施している著名な 3 つの機関によるそれぞれのランキン

グの上位 100 位に入っている 146 校を抽出した。このう
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図 1　研究のフロー



ち、3 つのランキングすべてに含まれている大学 54 校、

いずれか 2 つに含まれている大学 47 校に、参考のため

に九州大学箱崎地区及び伊都地区を対象として追加し

た、計 103 校を対象として分析を行う（表 1）。

　これらの対象大学について、Googlemap 等の WEB 上で

入手できる地図及び航空写真、各大学のキャンパスマッ

プを地図資料として用いる。地図の対象範囲は、大学所

在地を中央として 400m 四方の範囲を抽出してサンプル

エリアとして、OS の空間構成を分析する注2)。

3. 土地利用によるパターン分類

　3 章では、全 103 校の大学を対象に、サンプル内の土

地利用を集計し、その数値に基づきクラスター分析を用

いてパターンに分類を行う。

3-1 地図資料の分析 (図 2、表 2)

　収集した各大学の地図資料に 40mメッシュ注3) をかけ、

それぞれのメッシュにおける①建物、②緑地・広場、③

道路・駐車場、④水面のうち最も高い割合を占める要素

を計測する（土地利用メッシュ集計）。次に、地図資料

から建物をトレースし、建物と OS のピクセル数の割合

を算定する（図と地の単純集計）。

3-2 クラスター分析によるパターン分類

　次にクラスター分析（ウォード法）を用いて土地利用メッ

シュ集計によって得られた数値を使い、103 校分のサンプ

ルを土地利用をもとに 5つのグループに分類した（表 3）。

①道路・駐車場の割合が比較的高いグループ (32 校）

　ex) ハーバード大学 (米 )、京都大学（日）、等

②建物割合が高く緑地・広場割合が低いグループ（15 校）

　ex) ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン (英 )、等

③各要素が均衡するグループ (20 校）

　ex)UCLA（米）、東京大学 (日 )、等

④緑地・広場の割合が高いグループ（27 校）

　ex) オックスフォード大学 (英 )、トロント大学 (加 )、等

⑤エリア内に比較的多くの水面を有するグループ（9校）

　ex) ボストン大学 (米 )、ケンブリッジ大学 (英 )、等

　各グループの所在国・地域別内訳をみると、グループ

②の 87%（15 校中 13 校）は欧州の大学となっており、

都市内大学や建物密度が高い大学が多い。グループ④に

分類された大学はサンプルエリア内にまとまった大きな

OS を持っており、整備された緑地や、ランドスケープ

としての敷地周辺の自然環境等が影響している。また、

東京大学を除く日本の大学（京都大学、大阪大学、九州

大学箱崎・伊都）はグループ①に分類されている。

4. オープンスペースの空間構成による分析

　3 章で分類した各グループから、それぞれの特徴を表

している代表校を抽出し、OS の浸透性に関する分析を

行う。また、日本の大学との空間構成の比較を行うため

に、東京大学 (グループ③ )、京都大学 (グループ① )、

九州大学箱崎地区 (グループ① )の 3校を加え、計 8校

分のサンプルエリアの詳細分析を行った (表 4)。

4-1 詳細分析の着眼点と分析項目 (評価指標 )

　浸透性に寄与する OS の特性として、歩行者が立ち入

れる空間（可侵領域注 4)）が多いことや、空間が明確で

わかりやすいことなどが挙げられるが 4)、これをもとに、

(1) 可侵 OS の占有率、(2)OS の規模とまとまり、(3)OS

の連続性を指標として、浸透性の視点から考察する。

（1）可侵 OS 占有率

　[ 単位面積注 5) あたりの可侵領域の面積の比率（％）]
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表 1　大学ランキング一覧 (100 位までの内訳 )

図 2　40m メッシュによる計測

表 2　土地利用メッシュ集計及び図と地の単純集計結果 (ID1 ～ 5)
と対象大学すべての平均・最大値・最小値 (103 校 )

表 3　各クラスターの平均値



対象空間において人々が行き交うことが出来る領域がど

れくらいあるのかを表す指標。

(2)OS の規模とまとまり

　20m グリッドの交点から可侵領域に発生させたバッ

ファ注6) の面積別比率及びその個数。

(3)OS の連続性

　バッファのかたまり（バッファクラスタ）毎のそれぞ

れの面積に対するバッファに含有されるグリッド交点の

数。さらに、OS 同士のつながり、動線や周辺市街地と

の関係をみながら、OS の連続性に関する考察を行う。

4-2 20m メッシュによる可侵 OS 占有率 (図 4、図 6)

　図 4：【① 1】【④ 27】のサンプルエリアには他と比べ

ると OS 占有率の高いメッシュが多く、まとまった OS を

有していることがわかる。【② 36】【① 147】【① 25】は

80% 以上の割合が少ない。

4-3 可侵領域バッファを用いた OS の規模と連続性 (図 7)

　重なり合うバッファ同士を統合する前の単独バッファ

の面積別比率をみると ( 表 5)、【① 1】【④ 27】は 3000

㎡以上のバッファを複数有しており、大規模な OS を有

していることがわかる。【③ 6】【③ 20】は中規模のバッ

ファが比較的多い。一方、【② 36】【① 147】は 0-499 ㎡

の小規模なバッファが多く、OS の規模が全体的に小さ

い傾向がある。

　統合前後のバッファの総数の関係をみると(表6)、【①

1】【④ 27】は統合前のバッファ総数が多く、【② 36】【①

147】【① 25】は統合後のバッファ総数が多い。これは、

後者は OS のまとまりを形成しにくいということを表し

ている。

　統合後のバッファクラスタの面積 -含有交点数をみる

と ( 図 5)、【① 1】【④ 27】【③ 6】【③ 20】は大～中規

模の OS のまとまりを複数個有していることが特徴とし

て挙げられる。【② 36】【① 147】は、大規模な OS をも

たず、小規模なバッファクラスタを多く有している。

4-4 OS の分類

　8 校の評価結果をみると、その傾向からサンプルを 3

つの型に分類することが出来る (表 7)。

A：中庭型【① 1】【④ 27】

→中～大規模の広場的な OS のまとまりを繋ぐように小

規模な OS によって OS のネットワークを形成しているグ

ループ。建物はこの OS を囲むように配置され、建物の

前面と背面がわかりやすく大規模な OS が公共性の高い

共用空間となっている。キャンパスの核となる明確な空

間構成を持ち、浸透性は比較的高いと言える。

B：軸線型【③ 6】【③ 20】【⑤ 52】

→線状に連続する広場等の中規模な OS のまとまりを骨

格として、OS のネットワークを形成しているグループ。

骨格を成す OS をもとに周辺の OS

とのネットワークを形成している。

キャンパス内に人々が行き渡りやす

く、歩行者の浸透性は高いと考えら

れる。

C: 分散型【② 36】【① 147】【① 25】

→核や骨格となる程の OS のまとまり

を持たず、小規模な OS が比較的多く、
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図 5　ﾊﾞｯﾌｧｸﾗｽﾀ　面積 -含有交点数
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図 4　可侵 OS 占有率

表 5　単独ﾊﾞｯﾌｧの面積別比率 (%) 表 6 ﾊﾞｯﾌｧの統計

表 4　詳細分析対象校一覧 図 3　ﾊﾞｯﾌｧを用いた分析の例 (ハーバード大学 )



建物間の道路や比較的小規模な広場によって OS の連続性

が保たれているグループ。核や骨格にあたる空間を有し

ているとは言えず、A、B に比べると空間のわかりやすさ

は弱く、浸透性は低い。欧州の都市内の大学や建物密度

の高い大学、日本の大学（九州大学箱崎地区、京都大学）

はこのグループに分類される。

5. まとめと考察

　本研究では、103 校の大学のサンプルエリアを対象と

して、浸透性という観点から OS による空間構成のパター

ンを明らかにするために、OS 占有率、OS の規模、OS の

連続性という 3 つの指標を用いて、浸透性に寄与する OS

の構成に関する評価分析を行った。

　(1)40m メッシュを用いた土地利用分析によって 103 校

の対象大学を 5 つのグループに分類した。さらに、より

詳細な OS の分析を行うために、20m メッシュ及び可侵領

域バッファを用いて、サンプルの空間構成のパターンを

その特徴から 3つの型に分類した。

　(2) 中庭型・軸線型の大学は、OS の連続性を重視した

計画であり、歩行者の浸透性が高く、一方、分散型は緑

地・広場などの OS による明確な空間構成がされていな

いことから、浸透性は低い等の特徴を明らかにした。魅

力的なキャンパス環境を実現するためには、核や骨格を

成すような OS の効果的な配置が必要である。

　(3) 九州大学箱崎地区、京都大学などの日本の大学は、

OS の構成を見ると分散型に分類され、ある程度の規模の

まとまった OS( 緑地・広場等 ) が少ない点や、建物間の

道路的空間が主な OS となっている点などで、エディンバ

ラ大学等の都市内大学の空間構成と共通する。

　本研究では、構築した評価指標を用いて、大学キャン

パスの浸透性に寄与する OS の空間構成のパターンを明ら

かにすることが出来た。今後の展望として、より詳細に

浸透性を評価分析するための、ヒューマンスケールに基

づいた評価指標の構築が必要である。

15-4

【注】
注 1)…OS の定義：一般に OS は「都市や敷地内で、建物の建っていない土地。空地。」と
されるが、本研究における OS も同様に、建物・施設が建っていない空間を OS として扱う。
注 2)…サンプルエリアの中央基準：原則、大学 HP に記載されている所在地の住所を範囲
の中央とし、この手順でピンが学外になった場合、大学名を入力し、ピンが落ちた点を
中央としている。周囲 400m 四方を抽出し、サンプルエリアとして分析に用いた。
注 3)…40m メッシュの根拠：同じ敷地の地図を用いて 20m、40m、80m の 3 種類のメッシ
ュで分析を行い、20m での分析結果に対する 40m、80m の誤差を算出した。40m メッシュ
の誤差は少なく、20m メッシュの分析結果とほぼ同内容の数値を得ることが出来たため、
本研究では 40m メッシュを用いて分析を行っている。
注 4)…可侵領域：歩行者が行き渡ることが出来る空間。本研究では、OS から水域を除い
た空間のことを可侵領域としている。
注 5)…詳細分析 (4 章 ) では、より詳しく実態を捉えるために 20m メッシュによって OS
の占有率を算出している。400 ㎡。
注 6)…可侵領域に発生させたバッファ：グリッドの交点を中心として円を描き、その円
の半径を徐々に拡大させながら、円が建物 ( または塀、柵、水域 ) に接したところで止
めた時の円。
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図 6　4-2 可侵 OS 占有率の分析

図 7　4-3 可侵領域バッファを用いた分析

表 7　評価指標による分類


