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 On the occasion of the 2020 Tokyo Olympics, the number of skateboarders is on the rise. On the other hand, noise and etiquette issues, 

damage to property, and lack of receptacles have become problems. This study focuses on public spaces other than skateboard parks where 

skateboarding is allowed (hereafter referred to as "spots"), with the aim of understanding the characteristics of these spaces and the spatial 

conditions that could make them potential spots. In conclusion elucidated that the road surface, installations, surrounding facilities/structures, 

and human/vehicle traffic are the conditions for spots. 

 

１．研究の背景  

2020 年東京五輪を契機にスケートボード滑

走者（以下,スケーター）は増加傾向にあるが,

その受け皿となるスケートボードパークの不足,

スケートボードでの滑走を想定していない公共

空間(以下,スポット)で滑走するスケーターの

増加といった滑走場所に関連した問題が発生し

ている.特にスポットに設置される公共物は障

害物として使用されるため,器物破損･騒音問

題･ゴミの散乱等の問題が社会問題となってい

る. 

２．研究目的 

 公共空間における今後のスケートボード滑走

場所のあり方の考察を行うため ,本稿ではスポ

ットに着目し ,その空間構成条件の把握を目的

とする. 

３．調査方法 

調査地とするスポットを選定するにあたり,

スマートフォン専用アプリ「Skate Spot Share」
注 )内に複数登録されているスポットのうち ,

「段差だけ」「手すりだけ」のようにスケート

ボード滑走時に使用する障害物及び勾配等（以

下,セクション）のみの空間は除外し神奈川県

平塚市から半径 20km圏内を対象地とした.そこ

から①～④を選定した.さらに比較対象として,

神奈川県平塚市内の当該アプリに登録されてい

ない場所で,かつ選定したスポットと空間の広

さ,周辺状況及び路面状況が類似している⑤～

⑦を選定し ,予め立てた７つの調査項目を元に

実地調査を行った . 

４．調査結果 

 以下を調査対象地として選定し,その結果を

Table 1 に示す. 

①平塚市岡崎 小田原厚木道路下トンネル 

②藤沢市 藤沢駅前 

③藤沢市 境川遊水地駐車場 

④大磯町 大磯運動公園前 町道 

⑤平塚市紅谷町 紅谷町まちかど広場 

⑥平塚市西真土 住宅街前道路 

⑦平塚市 平塚球場前広場 

５．考察 

空間の広さ：①･⑥は幅と奥行きがある点に

ついて類似性があり,③･⑦も同様の傾向があ

った.このように,スポットになるか否かに問

わず空間の広さに類似性がみられたことから,

空間の広さからスポットになり得るか否かを判

断することは難しいと考える. 

設置物：①には,設置物は無いが,②～④に

はベンチ,階段及び縁石等が設置されていた.

特に②のベンチ上には小さな突起が等間隔で設
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置されていた.このような突起物によって障害

物はセクションとして使用しにくくなるため,

単なる障害物の有無でなく,「セクションとし

て使用可能な障害物の有無」がスポットの空間

構成条件になると考える. 

周辺施設･構造物：①～④周辺には国道,駅

及び公園等人が集いやすい施設及び施設があり,

一方⑤･⑥周辺は商店街や住宅といった地域住

民の生活の場となっていた.すなわち,人々の

生活の場となる空間ではスポットは発生しない

傾向にあることが考えられる. 

人･車両の往来：スポットである②の人の往

来は約 10 人でその他①･③･④は５人以下であ

る.一方で,スポットでない⑤は約 20 人であ

り,⑥･⑦は５人以上であった.特に人の往来が

少ないとスポットになり得ると推察されるが,

調査時間帯及び曜日が統一しておらず,さらな

る検証が必要である. 

路面：②･③･⑦はタイルが使用されていた.

路面写真より②･③は概ね平坦な路面であるの

に対し,⑦はタイルの隙間に雑草等の繁殖し,

さらにタイル同士に高低差が生じている箇所が

散見された.③･④･⑥はアスファルトが使用さ

れ,③･④に対し⑥は粗い路面であった.ここか

ら,路面によるスケートボード滑走のし易さは

スポットの空間構成条件になると考えるが,路

面の素材･状態･粗さ等の基準が不明確なため,

さらなる検証が必要である. 

照明･街灯の有無：夜間滑走時に照明及び街

灯は必要と考えるが,有無にかかわらずスポッ

トになっている場合があった.すなわち照明･

街灯の有無はスポットの空間構成条件として関

連が低いと考える. 

スケートボード滑走を禁止する掲示物：スポ

ットの②･③には設置されているように,禁止

の掲示物があってもスポットになっている場合

がある.禁止の掲示物の有無がスポットの空間

構成条件になり得る可能性は低い. 

６．まとめと今後の展望 

公共空間がスポットとなる空間構成条件は,

以上で示した項目条件を満たせば成立する場合

もあれば,項目が複合的に作用し,成立している

可能性もある.類似した空間の広さを有する①･

⑥の周辺施設より ,①では上部に国道が通り ,終

日車両騒音がある.⑥周辺には住宅が広がるこ

とから ,閑静な状態であることが推測される .さ

らに,路面の写真から ,①は⑥と比較し滑らかで

あることがわかる .  

本稿ではスポットの空間構成条件について分

析を行ったが,一方で ,調査曜日･時刻の違い等

の考慮に課題があった.今後は不足している調

査項目の追加,さらには調査条件の統一を行い,

正確かつ詳細な分析をする必要がある. 
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注）「Skate Spot Share」Photo1：アプリ使用者

がスポットの基本情報（所在地 ,ユーザー評価 ,

周辺情報等）と位置情報を登録し ,他ユーザー

と情報共有を目的としたアプリ . 
Table 1 Results of survey  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

空間の広さ
幅3m,奥行き20m

高さ2.4m

幅10m

奥行き50m

幅30m

奥行き30m

幅10m

奥行き10m

幅10m

奥行き20m

幅３m

奥行き30m

幅35m

奥行き30m

設置物
無し ベンチ

バリカー

手すり、階段、

縁石

縁石 イベント用

ステージ

無し ベンチ、植木

周辺施設･構造物
国道271号線

田園

藤沢駅 鉄道橋

境川遊水地公園

大磯運動公園 幹線道路29号

商店街

住宅 平塚球場、バス

ケットコート

人の往来
人：1人

車両：1台

人：約10人

車両：無し

人：3人

車両：3台

人：2人

車両：6台

人：約20人

車両：無し

人：5人

車両：１台

人：7人

車両：無し

車の往来
少ない 無し

※自転車,歩行

少ない 少ない 無し 少ない 無し

コンクリート タイル アスファルト

コンクリート

タイル

アスファルト コンクリート アスファルト タイル

照明･街灯 無し 有り 無し 有り 有り 有り 有り

禁止の掲示物 無し 有り 有り 無し 無し 無し 無し

スポットになる公共空間 スポットに該当しない公共空間

路面
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