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This research is studying the relationship between the similarity of the quality of spaces created 

by the government shaping the parks in Shibuya and the comfort, and the hacking method of 

those spaces. 

By living in a public space or bringing in personal belongings to build your own place and 

making a long stay or part of your life in a park (* Acting within the scope of the law. We do not 

occupy the park, etc. ), Find out the cause of feeling uncomfortable in a public space for 

"everyone", and create a hack method to change it into a comfortable space with a minimum of 

action. 

 

1 研究概要 

 本研究は渋谷の公園を行政が形作って

いることにより生まれる空間の質の類似

性と居心地の関係について、そしてそれ

らの空間のハックツールを作ることで得

られる自身の居心地に対する認知の向上

について研究している。 

 公共空間に住み着いたり、自分の居場

所を構築するための私物を持ち込んで長

居や生活の一部を公園ですることで（※

法律の許す範囲での行動。公園の占拠等

は行っていない）、「みんな」の為の公共

空間で居心地の悪さを感じる原因を突き

止め、ハック手法を生み出すことによっ

て居心地の良い空間へ最小限の作用で変

えていく。 

 この研究を通し、「みんな」のために開

かれているという公共空間の「みんな」

とは一体誰であるのか、今一度疑問を投

げかける。また、生み出したハック手法

によって個人の縄張り意識や縄張りの痕

跡が少しずつ履歴のように残っていくこ

とで、「制度」ではなく「個人個人の目」

によって管理されていく公共の在り方を

目指す事に貢献する。 

 

2 研究の背景 

 公共空間の「みんな」の為とは誰なの

だろうか。アンチホームレスデザインと

して座面中央に柵が置かれたベンチや寝

ることが出来ないベンチの形を採用する

などの排他性の強いデザインが置かれは

じめ、渋谷では宮下公園がホームレスや



ストリートカルチャーの根強い場所に建

設されて議論を巻き起こした。渋谷区の

公園は行政が作られ、デザイナーと利用

者の一対一の関係ではなく第三者が入っ

て形の決定がされる。利用者の中でも住

民の意見交換などの場で発言した人の意

見、苦情などが多く採用され、どんどん

利用者が多ければ多いほど無難な形に落

ち着いてくる。「公の時代」（卯城竜

太、松田修 2019)にあるように、独自の

文化圏が持つ縄張りのようなエリアが以

前は渋谷に存在していた。しかしそれが

今では失われつつある。 

 植栽のルール、フェンスのルール、規

格のサイズの公園遊具や電灯、それらを

置く場所のルールが渋谷区合計 127個の

公園のあちこちに見て取れる共通項は、

けして分かりやすく問題にされているホ 

ームレスに対してだけの排他性ではな

い。こういった問題意識を皮切りに、そ

の公園に寝てみたり、長居をするための

折りたたみの畳を持ち込んで過ごしてみ

るなど身をもって即興的な居場所構築を

実践し、公共空間にもう一度個人の居心

地を流し込む実験を行った。 

 

▲（左）丸いスツール（右）座面 23cm幅のベ

ンチ 

※どちらも寝ることが不可能な形となっている 

 

3 研究の手法 

  渋谷区の公園をかたち作っているも

のに、行政の様々なルールが存在する。 

 例えば、以下の神宮通公園を例にとる

と、規格のもの多く見られ、また配置も

ある程度他の公園と似通ったルールに基

づいて置かれている。渋谷区 142 個の公

園には、多大な共通項がある。 これら

の共通項を「共通モジュール」と呼び、

作成した共通モジュールの分布マップを

利用することで数個のプロダクトを渋谷

区の様々な公園に転用させて、居場所を

即興的に作る指針とする。 

 

 

（神宮通公園の図） 

 

    

             

                     

    

                           

                

   

                    

                              

                   

  

                               

       

              

      

                      

  

                          

  

                        



 

（実践の研究の順番） 

 

4 公園の均質なオブジェクトの特性 

 

 今回このハック対象として主に以下 10

のオブジェクトを対象に選んだ。 

1. 座面先がフラットなベンチ 

2. 柵のあるベンチ 

3. 防災倉庫 

4. 看板 

5. 鉄棒 

6. 石のスツール 

7. フェンス 

8. フェンスにかかっている禁則事項看

板 

9. 丸い電灯 

10. 机と椅子セットの場所 

そしてこれらそれぞれについてのもの

的特色と配置的特色が以下のようにな

る。 

ハック対象 もの的 

タイポロジー 

配置的 

タイポロジー 

フラットベンチ 座面先が直角 

板厚が 45-49mm 

公園の中央端 

広場と面している 

柵ありベンチ 柵と柵の間が行政

区画毎に一定感覚 

公園の中央端 

広場と面している 

防災倉庫 鉄でできている 

主に石の基礎の上

に乗っている 

公園の左右端 

看板 上下 3 つ左右 2 つ

六角ナットで留め

ている 

看板の下が

1500*750 

入口付近 

植栽付近 

鉄棒 鉄棒の下は

1500*820 

公園中央端 

石のスツール 2,3 個まとめてお

いてある 

四角もしくは丸型 

600-1000mm 間で

置かれている 

植栽を背後にして広

場と面している 

フェンス なみうっている 

金網縦目スパンが

90mm 

歩行者と公園を隔て

る場所 

フェンスにある 

禁則事項看板 

視線を通さないほ

ど大きくない 

フェンスにかけてあ

る 

丸い電灯 GK＋1100mm で

直径 590mm から

290mm に切り替

わる 

中央もしくは植栽の

中 

机と椅子 間が 300mm 以上 広場と少し距離有り 

                    

       

                    

                        

                           

                           

                            

                            

                            

        

                           

                           

                            

        

                           

                         

                           

                           

              

                           

                       

   

                                        

                          

                       

                       

           

          

  

 

 

 

 

 



6 ハックツール一覧と実験の考察 

 これらに対して以下のようなハックツ

ールを制作した。 

  
 例えば、フラットベンチでは寝かせな

いために座面を狭くして居心地までも悪

くなった事を解決するべく、ここのもの

的特色を利用して 45mm部分にはまるジ

ョイントつきのベンチ延長を行った。ま

た、机とベンチの間を狭めることにも利

用した。また、公園では広場の側にベン

チが必ず有り、広場を「眺める」立ち居

位置を担わされるため、後ろ向きに座面

を延長して後ろ向きに過ごすことを可能

にした。 

 開放的であることを強要されるため隅

に追いやられている防災倉庫の側にはひ

っそり過ごすことができるためのパーテ

ーションがある。 

 これらのものを過ごしながら制作して

いくことで自身の居心地と、このように

渋谷公園で共通している配置的タイポロ

ジーともの的タイポロジーがどういった

過ごし方を理想としているのかが浮かび

上がってきた。 

 日常に馴染み、当たり前と享受してき

た公園の居心地の良い空間は行政の理想

の「普遍」を教授する場所であった。 
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