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福岡市天神地区における大型商業施設内トイレの役割に関する考察

-パブリックトイレとしての位置づけと来街者の行動に与える影響に注目して- 

山口　わかな

1. はじめに

1-1. 先行研究の概要

「福岡市天神地区における大型商業施設内トイレの

役割に関する考察 1)」( 以下、先行研究 ) では、福岡

の中心商業地・天神地区に注目し、エリア一帯におい

て大型商業施設が提供する客用トイレが公共化してい

ること、またそのようなトイレの充実が、来街者 ( 特

に女性 ) がまちで快適に過ごせる環境づくりに貢献し

ていることを指摘し、①トイレの分布と利用状況の調

査②トイレ利用者への出口調査③施設運営者への意識

調査の 3 つの調査によりこれを示そうとした。その結

果、「実際に大型商業施設内のトイレのいくつかは公

共化していること」「施設運営者は、非施設利用客の

トイレ利用を想定し、集客効果等を狙ってトイレ計画

を行なっていること」「トイレの改修などによる具体

的な効果や影響は十分に把握されていないこと」を明

らかにした。また、隣接する商業地・大名地区から天

神地区へ来街者がトイレを求めて移動している可能性

を指摘したほか、比較的綺麗で出入り自由な大型商業

施設内のトイレが、天神地区ではエリア一帯に「遍在

( ＝広く行き渡って存在 )」していることが、来街者

の快適性向上に大きく貢献していると考えた。

1-2. 本研究のねらい

　先行研究にて指摘した対象トイレの公共性に焦点を

当て、パブリックトイレの再分類とその位置づけを行

う。また先行研究で考察した①大名地区から天神地区

への動き②福岡市天神地区のトイレ環境の特異性につ

いて検証すると同時に、利用者目線で調査の再分析と

追加調査を行い、トイレ環境が来街者の行動心理にど

のような影響を与えているかについて明らかにする。

1-3. 研究の対象

　本研究の対象地である天神地区には地下鉄や私鉄の

駅、バスターミナルが位置し、これらを中心に商業地

が広がっている。さらに地下には 150 軒以上の店舗が

並ぶ地下街が南北に通っており、これを大動脈として

大型商業施設等を結ぶ地下ネットワークがエリア一帯

に発達している ( 図 1)。天神地区は女性をメインタ

ーゲットとした商業コンテンツが多いこと、女性は安

全上公衆トイレの利用を避け、トイレの選択水準も高

い傾向にあることから、本研究では女性の来街者を対

象とした。なお、先行研究ではアクセス性やテナント

を考慮して地区内の主要商業施設 15 軒を選定し、そ

れらの地下 2 階～地上 2 階の女性客用トイレを対象と

して調査を行なった。また、現在福岡市では「天神ビ

ッグバン」という再開発プロジェクトのもと、一部商

業施設の建て替えが進んでいる。先行研究の調査時期

は 2019 年 11 月であり、一部商業施設の閉店前であっ

た。2022 年 2 月現在までに閉店した商業施設につい

ても併せて図 1 に記している。
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図 1 対象地区および対象施設の概略

2. パブリックトイレに関する議論

公共性を有するトイレの呼称には、「公共トイレ」、

「公衆トイレ」、「パブリックトイレ」などがあり、ま

たこれらは明確に区別されて定義されているわけでは

ない。そこで今回は、公共性をもつトイレ全般をパブ

リックトイレと定義し、その再分類および対象トイレ

の位置づけを行う。
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2-1. パブリックトイレの種類

　本研究の対象トイレの比較対象として、他のパブリ

ックトイレの特徴や公共性について議論する。公共ト

イレ管理者白書 ( 坂本菜子 編 ,2005 年 ) における公

共トイレの分類イメージを表 1 に示す。

表1.坂本氏による公共トイレの分類イメージ

(1) 公衆トイレ

　表 2 では公営トイレ＝公衆トイレとされているが、

一般的な公衆トイレのイメージは路上や公園のトイレ

である。路上のトイレは来街者全般を対象としており、

公園のトイレも基本的にはこの役割を兼ねている。ま

た、近年は事業の民営化や民間への委託が進んでおり、

公営／民営での区別は必ずしも適切ではない。

(2) 駅・サービスエリア・港湾のトイレ

　駅のトイレは改札内にあることがほとんどで、鉄道

利用者による利用に限られるともいえる。ただし、鉄

道の利用者層はかなり広く日常的に使う人が多いた

め、公共性が非常に高い。同様に、サービスエリアや

港湾も基本的にサービス利用者に限定される。利用率

は鉄道より低いが、交通拠点として社会インフラ性が

高く、来街者の主目的地とならないことが共通する。

(3) 図書館・医療施設のトイレ

　図書館や医療施設は、規模や形態によって差はある

が、社会インフラとしての性質を多少有する。また、

施設利用(滞在)が利用者の外出の主目的となりうる。

(4) コンビニのトイレ

　表 2 の分類上にも無いが、コンビニのトイレが半公

共化していることについても考えたい。店員との距離

が近く、トイレのみの利用はしづらいが、低価格帯か

ら日用品を広く取り扱うコンビニでは対価の負担感が

比較的小さい。また、コンビニは探しやすく、24 時

間利用可能なことも公共性を高めている。

2-2. 商業施設のなかでの比較

　同じ大型商業施設においても、都心のデパートやフ

ァッションビルか、郊外のショッピングモールかでト

イレ利用の性質が異なる。郊外モールでは、立地やそ

の規模 ( 面的な広がり ) から、トイレのみの利用で立

ち寄りは非常に少ないと考えられる。一方、施設の利

用者層は比較的広く、生活必需品も取り扱っている点

で公共性を有する。都心の大型商業施設では日常的に

非施設利用客によるトイレ利用があるが、トイレのみ

の利用であっても入りやすさ、利用しやすさの観点か

ら、トイレ利用者は施設の客層とほぼ一致する。

2-3. パブリックトイレの再分類

　以上より、パブリックトイレを表 2 のように再分類

する。公共性の高さの要素については以下にまとめる。

 (a) 広く社会一般の人に使われているか

　 （a-1）利用者層の広さ

　 (a-2) 施設の利用率の高さ ( 割合 / 頻度 )

 (b) いつでも利用できるか

 (c) 施設の社会インフラ性

 (d) 非施設利用者にとっての利用しやすさ

　 （d-1）対価なく (or 負担感少なく ) 利用しやすい

　 (d-2) 施設内外からのアクセスのしやすさ

表 2 パブリックトイレの再分類

3. 対象トイレの利用における実態

前回調査の結果を用いて、施設の種類やフロアごと

の分析、アクセス性や周辺環境を考慮して、利用者の

行動パターンの考察を詳しく行なった。

3-1. 分布及び利用状況調査の概要

　トイレの分布と利用状況について行なった前回調査

の実施概要を表 3 に示す。本調査では比較のため、公

園と広場の公衆トイレ 2 件についても調査した。

表 3　分布と利用状況に関する調査の実施概要

調査対象 全対象施設地下2階～地上2階の女性用トイレ

及びエリア内の公園/広場の女性用トイレ2件

調査日時 2019年 11月 / 土日の昼間14:00～ 18:30

調査方法 巡回による覆面調査(実地調査)

調査内容 設置の有無/設置個数 2)/使用個数/待ち人数/化

粧スペース利用人数/洗面台利用人数

利用状況については、混雑度指数を「混雑度＝(使用

個数+待ち人数)÷設置個数」と定義し、平均値を算出

して混雑しやすさの指標として設定した。トイレの設置
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になった。天神地下街は北側のトイレが 3.13 と最も

高く、北部の主要バス停とエリア中心部との間にある

トイレとして、来街者の需要が高いことが窺える。ま

た、新館パルコとソラリアプラザにおいては、設置個

数がそもそも少ないことに加え、地下鉄の改札前やき

らめき通り地下通路から来街者が流入しやすい位置に

あることが要因として考えられる。

4. 来街者の行動に及ぼす影響の考察

　これまでの考察を検証し、また利用者の行動心理を

より詳細に分析すべく、インタビュー調査を行なった。

調査の実施概要を表 4、調査結果を表 5 に示す。また、

参考として、前回調査 ( 天神地下街のトイレでの出口

調査 ) のヒアリングの結果の一部を抜粋する。( 表 6)

表 4 インタビュー調査の実施概要

調査対象 天神地区によく訪れる 20 ～ 30 代の知人女性 3名
・Sさん (福岡市在住・福岡市出身・大学生 )
・Uさん (関東圏在住・福岡市出身・大学生、チェコ
に居住歴あり )
・Aさん (福岡市在住・福岡市出身・販売業、勤め先
は天神 )

調査時期 2022 年 1 月

調査方法 対面 /オンラインにて 15 ～ 30 分のインタビュー

　インタビュー調査により、天神地区から大名地区へ

トイレを求めての人の動きが実際にありそうなこと

や、来街者にはそれぞれ使い勝手の良いトイレがある

こと、綺麗さのイメージを大きく左右するのは清掃管

理よりも改装などによる「新しさ」であることが分か

った。またヒアリング調査により、来街者は天神エリ

アを広く複数の目的で利用していること ( 滞在の長時

間化 )、バスや車の利用の前後などでトイレを利用す

る人が一定数いること、利用施設のトイレを利用せず

に便利で綺麗だからとあえて地下街のトイレを利用し

ている人がいることなどがわかった。

個数が適切な場合、指数が大きいトイレは非施設利用客

によって利用されている可能性がある。

3-2.各施設および各階ごとの分析

　各フロアごとの結果を図 2 に示す。枠線で囲われて

いる建物が対象商業施設 ( フロア ) である。1 階にお

いてはほとんどの施設でトイレの設置がなく、また公

衆トイレはアクセスが良くても利用されていない。

　2 階レベルでは、ミーナ天神と岩田屋本館で混雑度

指数が顕著である。テナントをみても、ミーナ天神 2

階はアパレル雑貨など 5 店舗、岩田屋本館 2 階はハイ

ブランドショップであり、どちらも店舗利用で混雑す

るとは考えにくい。ミーナ天神はバス路線が集中する

２つのバス停に面しており、バス利用者によるトイレ

利用が考えられる。また、岩田屋本館については、他

のデパート / フロアのトイレは全般的に指数が小さい

ことからも、やはり大名地区からの来街者の流入が考

えられる。また、デパート全般低い数値を示している

主な要因として、施設内外からのアクセス性が考えら

れる。デパートはフロアが広く細長い形状で、入口か

らトイレまでのアプローチ ( 施設内のアクセス性 ) が

弱い。また、地下街側に出入口を 5 つ有する三越 ( 施

設外からのアクセス性 ) と比較して大丸と岩田屋が特

に低い数値を示していることからも窺える。またその

分、岩田屋本館 2 階の数値の高さは顕著である。

　地下 1 階レベルにてパルコ本館のトイレが 2.89 を

示しているのは、飲食店 17 軒を有するフロアにある

ことに起因すると考えられる。

　地下 2 階レベルについて、天神地下街の最南部のト

イレ ( 指数 1.86) は、実際に前回調査で非施設利用客

の割合が 73％と高く公共化がしていることが明らか
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5.総括

　大型商業施設内のトイレも全てが公共化し満遍なく利

用されているわけではなく、施設内外からのアクセス性

の良さが極めて重要であることが分かった。逆にいえば、

天神地区では滞在施設のトイレを利用せずとも他にアク

セス性の良い綺麗なトイレを選べる環境にある。特に非

施設利用客の通行前提の天神地下街という商業施設(出

入りする人の層をほとんど限定しない)と、そこから拡

がる地下ネットワークの存在は大きく、これは天神地区

の特異性といえる。また、天神地区に定期的に訪れる来

街者は、自分にとって使い勝手の良いトイレを把握して

行動パターンに組み込んでいる。また、大名地区から天

神地区への移動が実際にありそうなことも分かったが、

これはトイレ環境による天神地区の求心力、または長時

間来街者を留めることのできない大名地区の損失、ある

いは天神地区への依存ともとらえることができる。

　なお、本研究ではメインターゲットである女性目線に

絞ったが、パブリックトイレとしての全体像をとらえる

ためには、男性や高齢者、多機能トイレを必要とする人、

赤ちゃんを抱える人などの視点での検討も必要である。

【補注】
註 1) 本研究の執筆者が 2019 年度に研究および発表した論文
註 2) 「設置個数」は設置されている個室数、「使用個数」は巡回時に使
　　 用されている個室数、「待ち人数」は巡回時に個室利用の為に待っ
     ている人数を表す

【参考文献】
1) 坂本菜子編 , コンフォートスタイリング研究所「公共トイレ管理者
白書」,オーム社，2005 年
2) 木村元保編著 ( 西岡秀雄監修 ),「公共トイレ学宣言」,( 財 ) 経済調
査会 ,1994 年
3) 水野映子 ,　『公共トイレに対する生活者の意識 —利用者の立場から
みた管理と利用のあり方—』,2004 年 12 月

インタビュー結果のまとめ 該当する回答内容

大
名
か
ら
天
神
へ
の
移
動

「大名地区でトイレに行きたくなったときどうす
るか？」という問いに対し、3人中2人が岩田屋
本館2階のトイレを使うと回答した

大名地区でトイレに行きたくなったときにどうする？という問いに対し
・Sさん「大名たしかにトイレないな…一番近いところに戻るかもしれない、岩田屋(本
館2階)とか。」「行っていいなら(新しくて綺麗な)ソラリアプラザの2階とかに行
くかも。」
・Uさん「岩田屋(本館2階)まで歩く。岩田屋やな。」(即答)
・Aさん「うーん、困るのよねえ。コンビニ。コンビニくらいしか…」
「あと私はネイルをやっているから、そこのビル(通っているネイルのお店のテナント
ビル)のお手洗いを使うことがあるかな…(中略)…近いときは、って感じかな。逆に
教えてほしいくらい。」

大名地区にパブリックトイレがないことに困惑
を示していた

利
用
す
る
ト
イ
レ
の
選
択

よく使うトイレ/好きなトイレが明確にある ・Sさん「私は天神地下街のトイレが好きです。」「(岩田屋のトイレは)あまり綺麗じゃ
ないじゃん。…(中略)…行っていいなら(大名地区から岩田屋を通り越して)ソラ
リアプラザの2階とかに行くかも。」
・Uさん「まずパルコ(本館2階 )のトイレでしょ。」「あとは、一番天神南の、ロー
ソン近くのトイレ(天神地下街)。…(中略)…友達とかと歩いてて、ちょうどいい
んだよね、場所が。ちょうど歩いてて、行きたいって誰かが言い出した時にすぐに思
い出せるし、アクセスがしやすい。」
・Aさん「ラシック(三越地下1階 )のお手洗い。私(他のトイレは)あまり詳しく
ないけど、すごく使い勝手がいいのよね。…(中略)…近くで待ち合わせをして、そ
の後に最初に寄るとかかな。」「その次が岩田屋(本館)の2階。で、近いときはソラ
リアプラザ(地下1階)。」「駅のトイレはあまり好きじゃない。遠いのもあるし、あ
まり使わないかな。…(中略)…ちょっと歩けば綺麗なトイレが地下街にあるから。」

基本的には行きたくなったときに比較的近くにあ
る、アクセス性のよいトイレを利用する

少し歩けば綺麗なトイレがあるため、あえて利
用施設のトイレや一番近くにあるトイレを使わ
ないこともある

天神での行動パターンがおおよそ決まっていて、
使い勝手の良いトイレがある

客層でないテナントの中にあるトイレ(ソラリ
アプラザ2階)は入りづらさを感じる

Sさん「でもあそこちょっと入りづらいんだよね。(目の前に)セレクトショップが
あるじゃん。入りにくいよね。まあまあいい値段するお店だから、申し訳ないと思い
つつ。」

トイレ選択理由となる「綺麗さ」のイメージに直
結するのは、清掃管理よりも改装などによる「新
しさ」である(天神地区のトイレの清掃管理レベ
ルが全体的に高く差別化が難しいとも考えられる)

・Sさん (岩田屋のトイレはあまり綺麗ではないと述べたことに対して)「清掃はき
ちんとされてるけど、新しくはないよね。」
・Uさん「別に古くても(きれいに掃除されていれば)いいんだけど、新しいところ
の方がきれいで使いやすい」
・Aさん「(トイレ使用時に気になるポイントは)綺麗さ」「新しい感じが好きかな」「(地
下鉄天神駅のトイレは)古いイメージがあるもんね」

他
の
都
市
と
の
比
較

海外(の一部、ここではチェコ)と比べても、無
料で使える清潔なトイレがたくさんある日本は街
でのトイレ環境が非常に充実している

Uさん「チェコってウィーンでもデパートみたいなやつ(高層のモール)がそんなにな
いからさ、トイレの数的にも少なかったのと、あと、お金がかかるところが多いんだよ
ね。」「お金かかるとすごく行きたくなくなるんよ。別にきれいなわけじゃないしさ、お
金払ったところで。」

福岡市天神地区では個数や清潔感の面でトイレ
環境が特に充実している

Uさん「福岡は基本的にトイレが綺麗。東京に比べると。」「人が多いからさ、東京と
か神奈川は。その分いろんな人が使って、一人ひとりがちょっとずつ汚すっていうの
はあるのかもしれないけど、福岡の方が綺麗だなって思う。東京は『うわ、汚い』っ
て思うことが多い。」「並ぶからストレスです。東京のトイレは。」「(福岡は)てんち
か(天神地下街)に何個もトイレあるからさ、めっちゃ良くない？…(中略)…(天神
地下街が)広いって言っても、あの範囲に4か所もあって、さらにデパートごととか
にもいっぱいあるわけじゃん、結局。だからめっちゃ(福岡は)いいよね。」

表５インタビュー結果のまとめと実際の回答

利用前の予定
(滞在施設)

利用後の
行き先

ヒアリング内容
(トイレ選択理由) 

1
渡辺通地区(美
容院)/パルコ

大名地区
渡辺通の美容院から大名へ行く途中の道
にあるため。

2
学校
ソラリアプラザ

-
いつも通る道にあり場所が分かりやすい
から。

3 新天町エリア 駐車場 駐車場までの通り道にあるから。

4
パルコ/岩田屋
三越

- 綺麗だから。場所が分かりやすいから。

5 不動産巡り -

春に福岡に引越・就職予定で、以前就職
活動中に福岡に来た際にこのトイレを利
用し綺麗だったことを覚えており、再度
利用した。

6 アクロス/ミーナ バス停
きれいだから。またすぐ上のバス停を利
用しており通り道だから。

7 仕事中 オフィス
仕事中、オフィスに近く、またオフィス
のトイレよりきれいだから。

8 学校 バイト 学校帰り、バイト前に近いので寄った。

9
パルコ/イムズ
ビブレ

- 通り道だから。

表6 天神地下街トイレ利用者へのヒアリング調査


