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1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

 新型コロナウイルスの猛威により、都市のオープ

ンスペース(以下、OS)の重要性が再認識されている。

その中で、日本の都市の OS は、人影が見られず閑散

とした場所になっているものも多く見られる。特に、

容積率緩和を受ける条件として整備され、敷地の高度

利用の観点で建物容積や広場の配置が決定される傾向

にあることは、その要因の一つであろう。計画に基づ

いた開発の一つ一つが相互に関係し、都市の様態は流

動的に変化する。その動態を広場計画や管理に組み込

み、場所の評価を適切に行う手法を構築することを土

台として今後の広場利用の裾野が広げる必要がある。

本研究は、福岡市天神地区 (1) の都市構造の変容過程

を読み解きながら、広場空間の立地特性の変容を明ら

かにする。本研究では、街路ネットワーク ( 以下、

NW) の形態分析を指標とし、変遷過程で広場の配置や

立地的重要度の変化を捉えることで再開発等における

現代の広場配置計画に繋がる示唆を得る。

1-2. 既往研究の整理と本研究の位置付け

(1) 福岡市天神地区の都市構造の変遷に関する研究

福岡市天神地区の開発集積過程における天神地下街

の拡大プロセスについて小川 1) が、開発期間やその

背景を整理している。これらの研究に、現時点で公表

されている再開発計画を踏まえ更新し、天神地区の変

遷について時期区分を設定する。

(2) 都市空間の解析に関する研究

都市構造の変遷を分析する手法として、芝原ら 2)、

福山ら 3)4) はそれそれ道後地区、バルセロナの街路を

対象としてリンク媒介中心性という手法を用いてい

る。特に福山は、この指標を基に旧バルセロナにおけ

る広場拡大過程の妥当性を明らかにしている。また太

田 5) は、NW 分析において、建物の延床面積による重

みをノードに付加する分析手法を構築している。媒介

中心性指標は、NW 内にある任意の２点を結ぶ最短経

路上にある度合いを示す指標であり人の行動原理を簡

易に仮定した解析を行うことができる。一方、NW の

作図手法により、解析結果が異なる。よって、本研究

では段階的に要素を重み付し、実交通量との相関から

研究手法を横断的に検証することに新規性がある。ま

た、将来の再開発計画に対し、NW 特性上の有効性を

検証する点に新規性をもつ。

1-3. 研究の構成と方法

2 章において天神地区の都市構造の変遷について文

献の整理を行い、大きな変遷区分のまとまりにおいて

区分を設定する。3 章で媒介中心性の分析指標に関し

て、福岡市の歩行者通行量との相関から本研究で用い

る手法の決定を行う。4 章で対象地域内の民間開発の

OS の新設によるショートカット空間としての OS の立

地的重要性がどのように変化したか分析する。

1-4. 民間開発のオープンスペースの定義

わが国における民間開発に伴う OS 創出を支える法

制度を表 1 に示す。本研究では、②地区計画 (2) にお

ける主要な公共施設 (3)( 歩行者用通路、広場 )6) 及び

地区施設 (4)( 歩行者用通路、広場 )再 6)、③高度利用地

区における広場 ( 有効空地 )、④総合設計制度 (5) に

おける公開空地 ( 通路状空地、広場状空地 )7) を民間

開発による OS と定義付ける。

２.天神地区の概要と都市構造の変遷

都市計画基礎調査を基にして、1980-2025 年の天神

地区の開発計画を含む都市変遷を図２に整理する。大

谷 (2012)8) が提示する概念を基に、構造として鉄道

及び地下街の開発、組成として商業、業務施設等の用

途集積の変遷を整理する。

研究対象地は西日本を代表する商業・業務地区とし

て発展してきた。福岡空港の立地に基づく航空法の適

用により建築物は高さ ( 約 70m) 規制を受けるため、

超高層ビルは存在しなかったが、隣接ビル間を繋ぐ地

下経路が広範囲に渡り整備され、地下空間の歩行者経

路が高度に発展してきた。また、2016 年に創設され
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述の「天神 BB」により、2025 年までに１丁目では業

務施設の延床面積が1.57倍(2012年比)に増加する(8)

ことが見込まれている。

2-3. 都市変容の時期区分

構造と組成の変遷を踏まえ、1980-2025 年までを【区

分 1】東西 -南北地下骨格軸完成期、【区分 2】東西分

岐地下経路形成期、【区分 3】南北地下骨格軸延長期、

【区分 4】天神 BB 更新期、【区分 5】天神 BB 完了期の

５つの時期区分に分けて考察する。

３.都市構造のネットワーク分析

データの作成における入力指標別の媒介中心性と歩

行者交通量との相関性を明らかにし、対象地区内の

NW における媒介中心性の変化を読み取る。

3-1. ネットワークデータの作成方法

図２に示すように対象範囲の交差点をノード、街路

をリンクとした (9)【A1】、A1 に周辺の隣接丁目を含め

た (10)【A2】、建物の延床面積をノードに重み付けした

【A3】、建物の延床面積に駅や地下鉄などの人流発生

建物重心ノード
地下出入り口ノード

(地下鉄)改札口ノード 横断歩道リンク
地上リンク 地下リンク

分岐ノードを新設

【A3】建物重心ノード
(延床面積情報を含む)

接道リンクの内、
幅員が大きい方を選択

【A4】改札口ノード
(乗降客数情報を含む)

西改札口

中央改札口

福岡銀行本店

天神ビル

福岡PARCO本館福岡PARCO新館

福岡朝日会館凡例

図2　ネットワーク図の作図方法

図1　天神地区の都市構造の変遷

た国家戦略特区による規制緩和『天神ビックバン (以

下、天神 BB)』9) により、中心部半径 500m 範囲で老

朽民間ビルの建替が進んでいる。

2-1. 構造の変遷 (天神地下街の拡大 )

小川再 1) によると、1976-2004 年の天神地下街整備

の経緯は以下のように 4 つに区分できる。【1】南北

地下骨格形成期 (1976-80)、【2】東西 - 南北地下骨格

軸完成期 (1981-88)、【3】東西分岐地下経路形成期

(1989-03)、【4】南北地下骨格軸延長期 (2004-)。福

岡市の地下街の開発は、天神地区を縦断する幅員 50m

の渡辺通りによる東西方向の回遊性の分断を補填する

ことを目的に開発されて以後、地区計画を基にした再

開発に伴って建物地下と連結しながら天神 1、2 丁目

において発展してきた。2004 年以降、天神 1丁目で、

2018 年に天神ふれあい通り地下通路の開設、2021 年

に天神 MM ビル地下通路の閉鎖が行われた。また、天

神 BB による天神 2 丁目南地区の再開発後の明治通り

地下通路の延長、天神ツインビルの再開発後のふれあ

い通りから南北方向への延長も地区計画で決定されて

いる。

2-2. 組成の変遷

1977 年に県庁舎の移転が決定し、官公庁集積地と

しての性格が強かった 1、２丁目は、1986 年に発表さ

れた「天神ソラリア計画」(6)、第 3 次流通戦争 (7) な

どを機に、大型商業施設の集積が進んだ。その後、先
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源の重み付けをした (11)【A4】のデータを作成する。

3-2. 分析手法の検証結果

分析手法ごとの経路数の差異に考慮するため、対象

地区内における任意の 20 本の道路の媒介中心性の値

を正規化し、歩行者通行量 10) と比較した。

結果として、表 2に示すように、対象区域外のバッ

ファーの設定やノードの重みづけを付加しても実際の

歩行者通行量との大きな相関の上昇はなかった。本研

究では、都市構造として鉄道 11)、地下鉄 12) の乗降客

数の変化、建物容積 13) の変化を扱うため【A4】の分

析方法を採用し、ネットワーク図を作成する。

3-3. 媒介中心性の変遷

対象地区における媒介中心性の変遷を図 3に示す。

地上 NW の媒介中心性は、区分 1 から 2 において西

鉄天神駅及び警固公園周辺に大きな変化が見られた。

これは、駅周辺の再開発により、歩行経路としての街

区長が短くなり、選択経路が分散したためと考えら

れる。地下 NW は、区分 1 から 2 において新設された

2 本の分岐地下通路により、天神地下街による東西間

の媒介性が高くなり、渡辺通り地上部の横断歩道の媒

介性が低くなった。以後、区分 4から区分 5の変化に

おいて地区計画による歩行者用通路の内、東西方向の

拡大で新設された地下経路の媒介性が高くなる結果と

なった。

3-4. 小結

本章では、媒介中心性と歩行者交通量との相関から

手法を決定し、天神地区の媒介性の変遷を明らかにし

た。建物延床面積、鉄道乗降客数を含めた分析を行っ

た結果、地下経路の新設による媒介中心性の変化が顕

著に見られた。

4.OS の周辺リンクの媒介中心性の変化

本章では、前章で得られた各リンクにおける媒介中

心性の値を基に、民間開発の OS の新設における立地

的な有効性について議論する。

4-1. 敷地内ショートカット動線としての有効性

OS の新設によるショートカット動線 (以下、SC) の

有効性の比較を行う。ここでは、図 4 に示すように

t1 リンクを SC として扱い、新設前後の x1、y1、t1

の値から有効性を算出する。

4-2. 結果の考察

表 4 に示すように、区分

2 新設の OS は、区分 1 の時

点で重要性の高い立地に開

発された傾向があり、SC と

して有効性が確認された。

一方、区分 5 における地区

計画による OS は、天神 2丁

表2　データ手法毎の相関性

図3　重み付きリンク媒介中心性の変遷(上段：地上レベル、下段：地下レベル)

図4　SC有効性の算出

福岡銀行本店

OS( 公開空地 )

x1

y1t1
(SC)
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制度 建物名称/地区計画名称 OS名称 丁目 有効性 立地的重要度

区分2において新設された広場状OS(区分1と区分2のリンク媒介性の比較)

総(全) イムズビル・天神愛眼ビル t1_空地B/空地C 天神1 13.967 0.288

総(全) イムズビル・天神愛眼ビル t2_空地C 天神1 5.005 0.234

総(全) ベスト電器福岡店 t1_空地A/空地B 天神1 0.239 0.011

地(施) 岩田屋新館(Zサイド) t1_広場A 天神2 4.489 0.149

地(施) 岩田屋新館(Zサイド) t1_広場B 天神2 2.781 0.035

再地(公) 天神2丁目地区_広場A t1_広場A 天神2 0.313 0.107

総(全) 天神ツインビル(信金安田ビル) t1_空地A/空地B 天神3 1.718 0.168

総(全) 天神ツインビル(信金安田ビル) t2_空地C/空地D 天神3 0.019 0.138

総(全) 天神ツインビル(信金安田ビル) t3_空地D/空地A 天神3 10.671 0.277

総(全) アークロイヤルホテル t1_空地A/空地B 天神3 1.203 0.166

総(全) アークロイヤルホテル t2_空地B/空地C 天神3 10.863 0.417

総(全) アークロイヤルホテル t3_空地C/空地D 天神3 0.121 0.289

総(全) アークロイヤルホテル t4_空地D/空地A 天神3 0.361 0.038

総(全) ホテルオリエンタルエクスプレス t1_空地A/空地B 天神3 19.715 0.094

総(全) ホテルオリエンタルエクスプレス t2_空地B/空地C 天神3 0.425 0.120

区分3において新設された広場状OS(区分2と区分3のリンク媒介性の比較)

再地(公) 天神2丁目地区中央_広場A(地上部) t1_広場A 天神2 0.660 0.072

再地(公) 天神2丁目地区西_広場A(地上部) t1_広場A 天神2 26.675 0.130

区分5において新設された広場状OS(区分3と区分5のリンク媒介性の比較)

再地(公) 天神2丁目南ブロック_広場Q(地上部) t1_広場Q 天神2 25.598 0.317

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場A(地上部) t1_広場A 天神1 4.942 0.021

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場B(地上部) t1_広場B 天神1 4.164 0.058

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場C(地上部) t1_広場C 天神1 3.127 0.039

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場D(地上部) t1_広場D 天神1 1.599 0.041

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場E(地上部) t1_広場E 天神1 3.609 0.034

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場F(地上部) t1_広場F 天神1 -17.677 0.005

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場G(地上部) t1_広場F 天神1 -0.138 0.021

再地(施) 天神1丁目南ブロック_広場H(地上部) t1_広場H 天神1 1.264 0.082

再地(施) 天神1丁目北ブロック_広場U(地上部) t1_広場U 天神1 1.588 0.061

再地(公) 天神1丁目北ブロック_広場V(地上部) t1_広場V 天神1 2.797 0.041

再地(公) 天神1丁目_広場A t1_広場A(東側) 天神1 -0.462 0.011

再地(公) 天神1丁目_広場B t2_広場A(西側) 天神1 -67.338 0.003

再地(公) 天神1丁目_広場C t_広場C 天神1 -0.673 0.059

再地(施) 天神1丁目_広場E t_広場E 天神1 9.2668 0.0447

表4　各区分で新設されたOSのSC有効性

【脚注】
(1) 　 天神 1〜 5丁目を本研究の対象範囲とする。
(2) 　 一般型の地区計画及び、再開発促進区を含む地区計画
(3) 　 土地利用転換により新たに形成される区域に必要なもので、「都市計画施設」

及び「地区施設」を除くもの。
(4) 　 主として区域内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、広場、その他

の公共空地のこと。
(5) 　 福岡市における総合設計制度の適用は、「総合設計許可準則」「総合設計許可準

則に関する技術基準」という全国一律の基準をもとに運用されていた。その後、
全国の基準に基づき、平成 5年に「福岡市総合設計制度取扱要領」が定められ
た。さらに、平成 10 年には、建設省の「総合設計許可準則」「総合設計許可準
則に関する技術基準」の一部改正を受けて、「福岡市総合設計制度取扱要領」
の改正が行われている。

(6) 　 1986 年 1 月に発表された福岡駅周辺の再開発計画。福岡駅を南へ約 100m 移動
し、西鉄福岡駅 (AB 地区 )、福岡バスセンター (C 地区 )、福岡スポーツセンター
(S 地区 )( ３地区の総面積 185,00 ㎡ ) の再開発事業が行われた。

(6) 　 福岡三越の進出計画を契機に地場の大型店舗の出店が集中した時期。岩田屋 7
サイド、大丸 (エルガーラ )、福岡三越の新規３店舗により百貨店の売り場面
積が 2.7 倍に増加した。

(8) 　 本研究においては「天神 BB」の適用事例として以下の再開発を考慮した。延
床面積が公表されていないものは、敷地面積、最大容積率から算出を行った。

(9) 　 主幹道路 (渡辺通り、昭和通り、明治通り )は、幅員を考慮し、道路両端の歩
道をれぞれリンクとし、横断歩道もリンクとして扱った。

(10) 　 天神 1〜 5丁目に接する丁目のリンク・ノードを付加した。
(11)   延床面積が建物の人口に比例することを前提として、乗降客数に応じた仮想的

な延床面積を与えることにより、駅などの人流発生源の重み付けを行う。

駅名
a:乗降人数
(2019年度
1日平均)

b:建物延
床面積
(㎡)

c:平均住
宅面積
(㎡)

d:平均世
帯数

c/d

e:オフィス
占用面積
(㎡)(一人
当たり平
均)

f:レンタ
ブル比
(%)

e/f g:中間
値(㎡)

h:延床面積
換算(a*g)

i:潜在延床
面積(b+h) 改札数

1改札あたりの換
算面積(ノードに
換算する延床面
積)

西鉄福岡(天神)駅 136,277 78,363 66.41 1.95 34.08 15.00 65.0 23.08 28.58 3,894,679 3,973,042 3 1,298,226
天神駅(空港線) 78,347 - 66.41 1.95 34.08 15.00 80.0 18.75 26.42 2,069,589 2,069,589 3  689,863
天神南駅(七隈線) 22,992 - 66.41 1.95 34.08 15.00 80.0 18.75 26.42  607,349  607,349 2  303,675

プロジェクトor物件名称 計画内容等 所在 竣工・開業予定等 高さ(m) 延床面積 (㎡) 敷地面積 (㎡) (最高)容積率(%)

天神ビジネスセンター オフィス・商業 天神1丁目 2021年9月 約89 61,116.98 3917.18 1400

福ビル街区建替プロジェクト オフィス・商業・ホテル 天神1丁目 2024年末 約96 145000 8600 1400

天神MMTビル建て替え 商業・オフィス・ホテル 天神1丁目 2024年末 約90 32200 2300 1400

福岡市役所北別館建て替え 民間による再開発 天神1丁目 2021年12月以降閉鎖 88.45 23268 1499.59 1399

（仮称）天神一丁目北  14 番街区ビル オフィス 天神1丁目 未定 88 39,300 3,050 1250

天神西通りビジネスセンター &住友生命ビル オフィス・商業 天神2丁目 未定 - 50260 3590 1400

ヒューリック福岡ビル ホテル・商業 天神2丁目 2024年末 - 18200 1400 1300

イムズ建て替え 商業 天神1丁目 2024年末 90 61292 4378 1400

目南ブロック ( 広場 Q) を除き、相対的な有効性は低

い値となった。総合設計制度の適用事例のうち、ベス

ト電気福岡店、ホテルオリエンタルエクスプレス天神

店を除き、街区の一体型の開発であり、街区の四隅に

公開空地が設置されている。なお、同一敷地の開発に

おいても、街区内での位置によって SC の有効性に大

きな差が見られた。

4-3. 地区計画による広場配置の妥当性

天神 BB を伴う区分 5 の地区計画において、OS が等

価に四隅配置される傾向がある。天神 1丁目南ブロッ

ク広場 A〜 Hの比較で見られるように、地下鉄改札口

からの距離、接道状況、横断歩道の位置を異にした立

地特性によりSC有効性の値も差が見られる。したがっ

て、開発街区周辺の立地特性を考慮した面積配分及び

広場形状の検討が求められると言える。

5. まとめ

5-1. 研究の総括

本研究では、再開発に伴う NW、建物延床面積の変

化を基に、天神地区のリンク媒介中心性分析を行い、

民間開発の OS の立地的な有効性について検討した。

同地区では、東西方向へ新設された地下通路の媒介性

が高まった一方、各時代区分を通して天神 1、2 丁目

地上部の媒介性は相対的に低下した。本研究で採用し

た分析手法によると、広場状 OS の SC 空間として有効

性が高いものは (1) 当該 OS に接するリンクの媒介中

心性が高く、広場形状から SC リンクが長く確保でき

る OS、(2)SC 動線上に媒介性の高い地下リンクへの昇

降口及び延長リンクが創出された OS の 2 種類である

ことが分かった。

5-2. 今後の課題

本研究の限界として、媒介性の変化の要因を解明で

きない点があり、因果関係を含めた定量的な立地特性

の変遷の手法が求められる。また、媒介性を軸とし

た OS の立地的評価において課題は大きく 2 点考えら

れる。(1) 各区分におけるリンク媒介性は同一地区全

体における相対的な値であり、就業人口の増加などに

よる都市全体の需要変化を分析の指標とする必要があ

る。(2) リンクの特性を分析指標とすることにより、

移動経路の質的価値を踏まえた OS の検討が必要であ

る。上記の課題を踏まえ、OS の配置計画等の検討の

際、接道距離や有効面積だけでなく、接道リンクの立

地的、質的特性を理解した検討が望まれる。
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