
天王寺公園エントランスエリア「てんしば」における
照明計画の実施

―照度基準から照明性能計画の実現―

Generally in the public facilities lighting design is based on JIS-standard but this project TEN-SHIBA 
is planned by Performance-based lighting design, to satisfy human activities, especially walking and 
recognizing a direction to go by minimum light.

図 1　てんしば計画エリア
7000㎡の芝生広場を中心に、木
造のレストラン・カフェなどの店
舗を配置

図 2　周辺施設との関係
部無料化によって、これらの
エリアを繋げることを意図し
た 図 3　運営スキーム

公園内の店舗の床面積に応じて、公園使用料を土地の所有者であ
る大阪市に支払い、整備した芝生などの外構は全て大阪市に寄付
する。事業者は店舗によって収益をあげ、その一部で運営・管理
を行う。

Lighting design Implementation in Osaka,Tennoji-park entrance area TEN-SHIBA 
From JIS standard-based lighting to Performance-based lighting design

1.  計画概要
天王寺公園のうち、施設の老朽化や有料であったことから十分活用されていなかったエントランス部
を、都市生活者の多様で自由なアクティビティを受容する拠点として大阪市との官民連携により再整
備した。（図 1,2）2014 年に開業した高さ日本一地上 300 ｍの「あべのハルカス」を背景にした約 7,000
㎡の広大な芝生広場を中心とし、その周囲に公園との親和性の高い木造・低層の店舗を分散設置する
ことで、回遊性を高い公園としてリニューアルした。運営スキームは当初から芝生広場をどのように
運営管理するかをスタディし、関係者への合意を得る事も実現に向けてのプロセスとして成功した。（図
3）さらに、周辺の天王寺動物園・大阪市立美術館など既存施設との機能的・空間的連携を図ることに
より、天王寺公園全体を活性化させることを意図した。再整備後は周辺地域や国内外から多くの人が
訪れる公園として生まれ変わり、その効果は公園にとどまらず、周辺住民のシビックプライドの醸成
や天王寺・阿倍野エリア全体の活性化に貢献することに成功した。全国の各都市で遊休資産となって
いる、公共空間を再生させるモデル手法となり得るプロジェクトとなった。2013 年のリニューアル前
と 2015 年では公園、動物園とも利用者数が増大した。（図４, ５）
計画は下記の 4 つを実現させる事をコンセプトとした。
①新たなアーススケープの創出による都市景観の創造
②既存公園のネガティブなイメージの刷新
③人々が思い思いに楽しめるマルチパーパスな空間の創出
④周辺施設との有機的なネットワークと相乗効果
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図 6　公共空間での照明計画の流れ
一般的な公園では、各自治体が公共空間（道路、歩道、公園広場など）
のそれぞれの業務を分離発注するが、これらを一体の空間として
照明環境は捉えて計画を進めた。

図 7　照明性能計画のアイコン

図 8　歩行性能照明
床面照度は確保していないが、周辺境界が認識でき、床面が平坦
であることから問題無く人は歩行できる。図 9　歩行性能照明の照明器具

図 5　新しい天王寺の日常の風景
地上からは 7000㎡の芝生と超高層による新たな都市景観が生ま
れ、単に物理的な「景色」を変えるだけではなく、日常のアクティ
ビティの受け皿としての、「おにごっこ」「駆ける「お昼寝」「食事」
等の様々な「風景」が生まれた。店舗前の公共 - 私有空間の曖昧
さも賑わいを増幅する要素となっている。

 2.  性能照明計画
一般的な公共空間での照明計画では、最低限照度基準に適合しているかが問われる。性能照明計画は
その場所の人の行為に対する性能を満足しているかを基本にしている為、空間の何がどのように人に
認識できるかを関係者に対して客観的に理解してもらう事が実現に向けての大事なプロセスとなる。

（図 6）
2.1 性能照明計画の要素（図 7）
性能照明計画としては次の 3 つの要素を考慮した。
・歩行性能照明 / 人が歩行する行為として最低限必要とされる照明（図 8,9）
床面に段差が無い場合には人は床を見ることはなく、周辺環境の空間を認識できれば歩行することが
できる。(1(2 また段差があるところではその段差をしっかりと認識させるための照明が必要となる。
・誘導照明 / 行く先々を示す照明（図 10）
空間を認知し、なおかつ行く先々を人は認識できれば、歩行、移動することができる。歩行者に有効
なサイン的な照明環境をその場所に合わせて再構築する。・ボイド照明 / 暗闇を無くす照明。(3
・ボイド照明 / 暗闇を無くす照明（図 11）
街路、人が歩行する周辺環境において、周辺の暗闇が無くなることによって、通常の照度基準と比較
しても十分の防犯性を確保することができると同時に、街路空間的特徴をより可視化することができ
る。(4(5

図 4　利用者の増加
リニューアル前後の来園者の比較です。2015 年はてんしばだけ
で、420 万人程度の来園があり、動物園の利用者は 116 万人から
173 万人まで増加し、てんしばの整備により、相応の相乗効果が
確認された。



図 10　誘導照明
空間が認識でき、なおかつシンボルを可視化することによって行
く先が把握できる。

図 11　ボイド照明 / 暗闇を無くす照明
周辺の「暗闇」を無くす→安心感が得られる→周辺店舗が際立つ
→記憶に残る街。

図 13　店舗のボイド照明
店舗の奥を認識できるように建築の照明計画を行った。夜になる
と、店舗の人の賑わいが外に染み出る事に成功した。

図 12　照明のオペレーション 
時間帯による防犯性、危険性に合わせてオペレーションを行って
いる。

○夜の時間帯
最低限の防犯照明であるボイド照
明に付加して演出的要素の照明を
点灯し、商業施設としての賑わい
をより増加させた。

○深夜の時間帯
深夜は間引き点灯ではなく、ボイ
ド照明 / 暗闇を無くす照明によっ
て、人が隠れる場所を無くす事に
よって、防犯性を確保した。

各時間帯によって照明器具は性能
照明計画に合わせて点灯される。
誘導照明の一部はソーラー式を採
用している。

2.2  性能照明による効果
防犯性は時間帯によって大きく変化する。人の活動が活発な時間帯、すなわち人が多い所では危険性
は低く、逆に深夜など人が少なくなった場合には危険性が高くなり防犯性の確保が必要となる。（6 性
能照明計画上でも省エネは実現できるが、時間帯による照明制御をその地区の防犯性に合わせて行う
事で、今までにないより効果のある省エネが実現できる。（図 12）渋谷宮下公園消費電力は通常照度
基準と比較して約 1/10、光束量は約 1/15 となった。（7 誘導効果を促進する為に空間の特徴的なシン
ボルを可視化する事も一つの手法となり、モニュメント、サインなどを夜間も認識させた。また、ボ
イド照明は単に周辺建物の暗闇を無くす事だけでなく、周辺店舗の内部もボイドとして位置づけ、建
築照明計画上でも常に店舗内が認識できるようにした。（図 13,14,15,16,17）その結果、夜間の人のア
クティビティの可視化をより増幅させることになり、散策する人が増え、夜間も賑わいのある「てん
しば」となった。（図 18,19）

3.  おわりに
照明性能計画を実現させる為に各関係者が理解することに努めて頂けた事に感謝します。特に設計、
設備の担当者が粘り強くお施主様、行政への説明がこのプロジェクトを成功に導きました。
共同照明計画設計者：原田哲夫 / 竹中工務店 大阪本店 設計部、
松田知也 / 竹中工務店 大阪本店 設計部 第７部門、松井秀吉 / 竹中工務店 大阪本店 設計部 監理部門、宮島照久 / 竹中工務店 東京本店 
設計部 第１部門、西村敬 / 竹中工務店 大阪本店 設計部 第 7 部門、
佐野雅彦 / 竹中工務店 東京本店 設備部 設備施工管理グループ



図 15　店舗のボイド照明

図 16　店舗のボイド照明
街並みの境界部を店舗内部とし暗闇を無くしている。新たな夜の
街並みが形成された。

図 17　上から見下ろす
てんしばの向こうには通天閣が光り輝いている

図 18　てんしばの全景
広場の周辺には店舗のあかりによって空間の境界を認識でき、あべのハルカスと共に天王寺に新たな夜景スポットとなった

図 14　店舗のボイド照明
一般的な官民境界部が夜になるとよりその存在が曖昧になり、街
の賑わいが増幅した。

写真クレジット
図 1( 上 3 枚 ),12,13,14,15,16, 17 母倉知樹
図 10,11,18,19  堀寿伸 (http://www.osakanight.com/)
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