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この部屋で
「かくれんぼ」をするとき、どこに隠れる？
「おにごっこ」の鬼なら、どこで見張る？

床を見てみてください。敷き詰められた 50cm 四方のタイルには、いくつかの数字が書かれています。
例えば「Connectivity」。右の図では「144」となっています。これは、このタイルから直線を引ける（＝
曲がらずにたどり着ける）タイルが 144 枚あることを示しています。

There are 223 square tiles, each 50cm x 50cm.
Each tile displays a set of numbers.
The large number in the centre of the tile is its ‘Connectivity value’. This is the number of tiles that can be seen directly 
from that tile. In other words, when it is possible to draw a straight line between the two tiles, without turns or curves.

Hide and seek!
- Where should you hide?
- Where should you stand to maximise your power to seek?

空間配置：この場所：が持つ力
「つながり」に着目した空間特性の可視化

Making the invisible visible:
the hidden power of spatial layout

Visualisation of spatial attributes by focusing on “connection”

ビル・ヒリアー教授が考案した、
近接中心性（インテグレーション）指標

Value of an index invented by 
Bill Hillier which is also called 
‘closeness centrality’

Connectivity

Distance

Integration

Turns

ここでみなさんがご覧になっている床は、
4 つの指標のうち、近接中心性（インテグレーション）指標をもとに、
ヒートマップとして描かれています。

同じ部屋の中でも居場所を変えると周囲との関係性が変化します。あたりまえのようですが、あま
り意識しなかったのではないでしょうか？
人間は、このような場所の力を無意識に感じて、行動を決めています。このことを理解することで、
空間の計画やデザインを合理的に進めることができるのではないでしょうか？
このフロアに記されているような客観的な数値を組み合わせて解釈することによって、いろいろな
ことが見えてきます。
これは、Space Syntax への「入口」です。空間のつながりの可視化、まだまだ続きます。

Even in this small room, you can see how Integration varies from tile to tile. You might think this is obvious, but not many 
academic researchers and professional practitioners have been aware of this before now.
People, it turns out, ‘read’ space intuitively and are unconsciously affected by its power to influence how they behave. By 
understanding how this process works, it should be possible to design buildings and public spaces that are more in tune 
with human instincts. 
The set of numbers displayed on each tile allows us to objectively ‘decode’ the spatial layout of this exhibition zone. Once 
we can do that we can explore the ways in which spatial layout influences the way people behave in the zone. 
This is just an ‘entrée’ to the world of Space Syntax. 
You will see much more about the story of ‘Making the invisible visible’ in the rest of this exhibition…
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In graph mathematics this is called ‘closeness’. 

ビル・ヒリアー教授が考案した、近接中心性（インテグレーション）指標
⇨ 赤いタイルほど、近い関係の（屈折回数が少ない）場所が多いこと
を意味する。

入口からこのタイルにたどり着くまでに必要な屈折回数
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意味する。
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あたりまえのようで、気付きにくい。シンプルに見えて奥深い。
空間の「つながり」を数字で表すこと。この発見は、ロンドンで起きました。

ロンドン大学は、伊藤博文の留学先となった由緒ある総合大学ですが、世界でも有数の都市・建築
学部 バートレット校があることでも有名です。
1970年代の建築研究の世界において、人類学、位相幾何学、情報科学といった他分野への深い理解を
ベースとして新境地を切り開いたビル・ヒリアー教授。バートレット校での彼の研究やその論理的な
建築批評は、公共住宅の治安悪化など様々な都市問題を抱えていた英国で大いに注目されました。
その後、多くの議論を通して世界中に研究者のネットワークが広がり、情報処理技術の進化を背景に発
展してきたSpace Syntaxの理論や手法は、都市・建築プロジェクトで実践的に用いられるようになります。
1989 年に大学発ベンチャー企業として Space Syntax Limited が設立されてからは、ビル・ヒリアー
教授の弟子のひとり、ティム・ストナーを筆頭に多くの実務家が世界中のプロジェクトで活躍しています。

University Collage London (UCL) is famous in Japan as being the place where Hirobumi Ito, Japan’s first prime minister, 
studied abroad. The Bartlett, a faculty of UCL, is one of the world’s top educational institutes for architecture and 
urbanism.
While working in the field of architectural education in 1970s, Bill Hillier broke new ground by creating a deep, 
interdisciplinary understanding of anthropology, topology, and information science. His research at the Bartlett gained 
attention in the UK where the relationship between architecture and social behavior was in dispute. Was architecture to 
blame for social problems in public housing estates, or not? With Space Syntax, Hillier showed how architecture was at 
fault, but in a very specific and spatial way.
In the years since, the influence of Hillier’s theory has spread throughout the world. As computer technology has 
advanced, so have the theory and the methodologies that support it. 
Today, the Space Syntax approach has been applied to many major architectural and urban planning projects through the 
work of Space Syntax Limited, a spin-off company set up by UCL in 1989. Its Managing Director is Tim Stonor, who was 
first a student and then a research assistant of Bill Hillier.

It’s natural, but has deep meaning within it. It seems simple, but has multiple layers of 
complexity to it. It is a scientific approach to spatial layout…and the fundamental research 
breakthrough took place in London. 

 ロンドン大学 UCLを舞台に
着眼点の発見と、理論の進化 

 A story set at a university in London
Discovery of the view point, and development of the theory

Space Syntax    3

現在の Space Syntax ロンドンオフィス
Space Syntax Limited (London) office

ビル・ヒリアー教授
Professor Bill Hillier

ティム・ストナー
Tim Stonor
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部屋をつくりましょう。壁に窓を開けて、扉をつけます。
部屋はどこですか？
その中にある、空っぽの部分です。空間とは、「何にもない」部分です。
しかし、そこで何かが起こる。それこそが機能なのです。
- 老子 『道徳経』第十一章 （高松誠治による意訳）

建物について考えるとき、その大きさ、形態意匠、素材、色彩など、構造物そのものに意識が向き
がちですが、ビル・ヒリアー教授は、その中にある「空間」に着目しました。
ある「空間」そのものではなく、それが「どこと、どのように、つながっているか」に焦点を当て、
つながりをネットワークとしてあらわす研究を行いました。そして 1980 年代前後に、グラフ理論の
手法を用いて空間の機能を定量化する手法を考案します。
これによって、目に見えない場所の持つ機能や価値、つまり「レイアウトの力」を定量化、可視化
することができるようになったのです。

＊指標の計算方法については、モニタで詳しく説明します。

When we think about buildings, we tend to see their sizes, shapes, materials, and colours. Bill Hillier reminds us to pay 
attention to the space inside buildings that we can’t immediately see.
Moreover, he doesn’t only look at the space of an individual room, he also looks at the ‘connections’ between the rooms - 
the spatial layout of the building – and how it forms a network or ‘configuration’. 
In the 1970s and 1980s, Hillier used mathematical graph theory to invent new ways of quantifying ‘spatial configuration’. 
This allowed people for the first time to quantify and visualise the hidden properties of spatial layouts and then 
investigate how these properties related to the way people move through and occupy buildings. In other words, he made 
the invisible visible.

“ Thirty spokes meet in the hub, 
but the empty space between them is the essence of the wheel. 
Pots are formed from clay, but the empty space within it is the essence of the pot. 
Walls with windows and doors form the house,
but the empty space within it is the essence of the home. ”
-Lao Tse

空間のつながりを数学的に表す
基本的なアイディア

Quantifying ‘spatial layout’ mathematically
The central idea
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ここでみなさんがご覧になっている床は、
4 つの指標のうち、近接中心性（インテグレーション）指標をもとに、
ヒートマップとして描かれています。

同じ部屋の中でも居場所を変えると周囲との関係性が変化します。あたりまえのようですが、あま
り意識しなかったのではないでしょうか？
人間は、このような場所の力を無意識に感じて、行動を決めています。このことを理解することで、
空間の計画やデザインを合理的に進めることができるのではないでしょうか？
このフロアに記されているような客観的な数値を組み合わせて解釈することによって、いろいろな
ことが見えてきます。
これは、Space Syntax への「入口」です。空間のつながりの可視化、まだまだ続きます。

Even in this small room, you can see how Integration varies from tile to tile. You might think this is obvious, but not many 
academic researchers and professional practitioners have been aware of this before now.
People, it turns out, ‘read’ space intuitively and are unconsciously affected by its power to influence how they behave. By 
understanding how this process works, it should be possible to design buildings and public spaces that are more in tune 
with human instincts. 
The set of numbers displayed on each tile allows us to objectively ‘decode’ the spatial layout of this exhibition zone. Once 
we can do that we can explore the ways in which spatial layout influences the way people behave in the zone. 
This is just an ‘entrée’ to the world of Space Syntax. 
You will see much more about the story of ‘Making the invisible visible’ in the rest of this exhibition…

空間配置：この場所：が持つ力
「つながり」に着目した空間特性の可視化
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Making the invisible visible:
the hidden power of spatial layout

Visualisation of spatial attributes by focusing on “connection”

The floor of this exhibit is coloured according to the ‘Integration value’ of the spatial layout.
In graph mathematics this is called ‘closeness’. 

ビル・ヒリアー教授が考案した、近接中心性（インテグレーション）指標
⇨ 赤いタイルほど、近い関係の（屈折回数が少ない）場所が多いこと
を意味する。

入口からこのタイルにたどり着くまでに必要な屈折回数

このタイルの中心と直線で結ぶことができる他のタイルの数
⇨ 赤いタイルほど近い関係の（屈折せず行ける）場所が多いことを
意味する。

入口からこのタイルまでの距離

Red tiles have more tiles that are close (less turns) relationship

Number of turns from the entrance

Red tiles have more tiles that are direct (no turn) relationship

Metric distance from the entrance

あたりまえのようで、気付きにくい。シンプルに見えて奥深い。
空間の「つながり」を数字で表すこと。この発見は、ロンドンで起きました。

ロンドン大学は、伊藤博文の留学先となった由緒ある総合大学ですが、世界でも有数の都市・建築
学部 バートレット校があることでも有名です。
1970年代の建築研究の世界において、人類学、位相幾何学、情報科学といった他分野への深い理解を
ベースとして新境地を切り開いたビル・ヒリアー教授。バートレット校での彼の研究やその論理的な
建築批評は、公共住宅の治安悪化など様々な都市問題を抱えていた英国で大いに注目されました。
その後、多くの議論を通して世界中に研究者のネットワークが広がり、情報処理技術の進化を背景に発
展してきたSpace Syntaxの理論や手法は、都市・建築プロジェクトで実践的に用いられるようになります。
1989 年に大学発ベンチャー企業として Space Syntax Limited が設立されてからは、ビル・ヒリアー
教授の弟子のひとり、ティム・ストナーを筆頭に多くの実務家が世界中のプロジェクトで活躍しています。

University Collage London (UCL) is famous in Japan as being the place where Hirobumi Ito, Japan’s first prime minister, 
studied abroad. The Bartlett, a faculty of UCL, is one of the world’s top educational institutes for architecture and 
urbanism.
While working in the field of architectural education in 1970s, Bill Hillier broke new ground by creating a deep, 
interdisciplinary understanding of anthropology, topology, and information science. His research at the Bartlett gained 
attention in the UK where the relationship between architecture and social behavior was in dispute. Was architecture to 
blame for social problems in public housing estates, or not? With Space Syntax, Hillier showed how architecture was at 
fault, but in a very specific and spatial way.
In the years since, the influence of Hillier’s theory has spread throughout the world. As computer technology has 
advanced, so have the theory and the methodologies that support it. 
Today, the Space Syntax approach has been applied to many major architectural and urban planning projects through the 
work of Space Syntax Limited, a spin-off company set up by UCL in 1989. Its Managing Director is Tim Stonor, who was 
first a student and then a research assistant of Bill Hillier.

It’s natural, but has deep meaning within it. It seems simple, but has multiple layers of 
complexity to it. It is a scientific approach to spatial layout…and the fundamental research 
breakthrough took place in London. 

 ロンドン大学 UCLを舞台に
着眼点の発見と、理論の進化 

 A story set at a university in London
Discovery of the view point, and development of the theory
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現在の Space Syntax ロンドンオフィス
Space Syntax Limited (London) office

ビル・ヒリアー教授
Professor Bill Hillier

ティム・ストナー
Tim Stonor

部屋をつくりましょう。壁に窓を開けて、扉をつけます。
部屋はどこですか？
その中にある、空っぽの部分です。空間とは、「何にもない」部分です。
しかし、そこで何かが起こる。それこそが機能なのです。
- 老子 『道徳経』第十一章 （高松誠治による意訳）

建物について考えるとき、その大きさ、形態意匠、素材、色彩など、構造物そのものに意識が向き
がちですが、ビル・ヒリアー教授は、その中にある「空間」に着目しました。
ある「空間」そのものではなく、それが「どこと、どのように、つながっているか」に焦点を当て、
つながりをネットワークとしてあらわす研究を行いました。そして 1980 年代前後に、グラフ理論の
手法を用いて空間の機能を定量化する手法を考案します。
これによって、目に見えない場所の持つ機能や価値、つまり「レイアウトの力」を定量化、可視化
することができるようになったのです。

＊指標の計算方法については、モニタで詳しく説明します。

When we think about buildings, we tend to see their sizes, shapes, materials, and colours. Bill Hillier reminds us to pay 
attention to the space inside buildings that we can’t immediately see.
Moreover, he doesn’t only look at the space of an individual room, he also looks at the ‘connections’ between the rooms - 
the spatial layout of the building – and how it forms a network or ‘configuration’. 
In the 1970s and 1980s, Hillier used mathematical graph theory to invent new ways of quantifying ‘spatial configuration’. 
This allowed people for the first time to quantify and visualise the hidden properties of spatial layouts and then 
investigate how these properties related to the way people move through and occupy buildings. In other words, he made 
the invisible visible.

“ Thirty spokes meet in the hub, 
but the empty space between them is the essence of the wheel. 
Pots are formed from clay, but the empty space within it is the essence of the pot. 
Walls with windows and doors form the house,
but the empty space within it is the essence of the home. ”
-Lao Tse

空間のつながりを数学的に表す
基本的なアイディア

Quantifying ‘spatial layout’ mathematically
The central idea
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interdisciplinary understanding of anthropology, topology, and information science. His research at the Bartlett gained 
attention in the UK where the relationship between architecture and social behavior was in dispute. Was architecture to 
blame for social problems in public housing estates, or not? With Space Syntax, Hillier showed how architecture was at 
fault, but in a very specific and spatial way.
In the years since, the influence of Hillier’s theory has spread throughout the world. As computer technology has 
advanced, so have the theory and the methodologies that support it. 
Today, the Space Syntax approach has been applied to many major architectural and urban planning projects through the 
work of Space Syntax Limited, a spin-off company set up by UCL in 1989. Its Managing Director is Tim Stonor, who was 
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建物について考えるとき、その大きさ、形態意匠、素材、色彩など、構造物そのものに意識が向き
がちですが、ビル・ヒリアー教授は、その中にある「空間」に着目しました。
ある「空間」そのものではなく、それが「どこと、どのように、つながっているか」に焦点を当て、
つながりをネットワークとしてあらわす研究を行いました。そして 1980 年代前後に、グラフ理論の
手法を用いて空間の機能を定量化する手法を考案します。
これによって、目に見えない場所の持つ機能や価値、つまり「レイアウトの力」を定量化、可視化
することができるようになったのです。

＊指標の計算方法については、モニタで詳しく説明します。

When we think about buildings, we tend to see their sizes, shapes, materials, and colours. Bill Hillier reminds us to pay 
attention to the space inside buildings that we can’t immediately see.
Moreover, he doesn’t only look at the space of an individual room, he also looks at the ‘connections’ between the rooms - 
the spatial layout of the building – and how it forms a network or ‘configuration’. 
In the 1970s and 1980s, Hillier used mathematical graph theory to invent new ways of quantifying ‘spatial configuration’. 
This allowed people for the first time to quantify and visualise the hidden properties of spatial layouts and then 
investigate how these properties related to the way people move through and occupy buildings. In other words, he made 
the invisible visible.
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attention to the space inside buildings that we can’t immediately see.
Moreover, he doesn’t only look at the space of an individual room, he also looks at the ‘connections’ between the rooms - 
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都市における人の動き。歩く、立ち止まる、周囲を見渡す、経路を選ぶ、
だれかと話す、座る、店に入る、買い物をする、また誰かと出会う。
人の行動データをどのように集めて、解釈し、役立てれば良いのでしょうか？

Space Syntax は、多くの都市研究家が提唱する「観察調査」の手法も用い、あらゆるデータの可
視化を考えます。ただ、人の行動が「そこ」で起きることの要因を、空間から考察することが、独
自の特徴です。
「都市における人の行動の基本は、移動（通り過ぎること）です。街路構造が経路をつくることによっ
て移動が発生する。都市の賑わい（あるいは閑静さ）、経済活動や、社会的な問題（犯罪の発生や
その不安など）も、『人通り』に関係していると言えます。〈中略〉つまり、もっとも根元的なものは、
都市の空間構造そのものなのです。空間構造は、人の活動を通じて街に命を与える、都市の多機能
性の基礎をなしているのです」

ビル・ヒリアー教授
Space is the Machine, p.126, 1996

Space Syntax undertakes direct, ‘eye-level’ observation techniques which many urbanists recognise as an essential 
research technique. These observations are then visualised in the form of maps and graphs, alongside other social, 
economic and environmental datasets. In doing so, the unique focus of the Space Syntax approach is to understand the 
influence of spatial layout on the observed phenomena. 
“Most urban space use is movement. Most movement is through movement, that is, the by-product of how the grid offers 
routes from everywhere to everywhere else. Most informal space use is also movement related, as is the sense and 
fact of urban safety…The urban buzz, or the lack of it when it suits us, is the combination of these, and the fundamental 
determinant is the structure of the grid itself. The urban grid, through its influence on the movement economy is the 
fundamental source of the multifunctionality that gives life to cities.” 

Bill Hillier 
Space is the Machine, p.127, 1996 - Cambridge University Press

Let’s think about how people behave in urban environments: walking, stopping, looking around, choosing a route, 
talking with others, sitting, entering a shop, making a purchase and meeting someone unexpectedly... 
How can we record and interpret these patterns? How can we generate ‘big’ data about human behaviour and form 
a body of knowledge that can be put to good use?

人の移動：その意味と価値
理論の応用範囲、周辺分野の知見

People movement: its meaning and value
Application of the theory and integration with other disciplines
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多様なパターンが見られる、駅前広場での人の動き
Observed people’s movement in a station square

「私はこの技術が実務で役立つことを知っています。
私は、分析・観察・研究の世界と、情熱・曖昧・直感の世界の双方を愛します。
スペースシンタックスは、それら異なる世界を相互作用させる試みなのです。」
- ノーマン・フォスター（建築家）

ロンドンの中心部に位置するトラファルガー広場。かつては自動車交通に取り囲まれた孤立した空
間、観光客の記念撮影だけのための場所でした。すべての人のための、都市の焦点として相応しい
広場とするため、建築家ノーマン・フォスター卿を中心とするチームが編成されました。
現況分析とデザイン評価を担当した Space Syntax チームは、人々の行動の観察から、潜在的な行
動欲求を見つけ出し、それが実現するような空間配置となるよう、分析的なデザイン検討を行います。
2003 年、新しく生まれ変わった広場では、観光客が次の行き先に向けて各々の方向に自然と歩み出
せる配置に。また、近隣住民の多くが立ち寄り、時間を過ごす場所にもなりました。
他者の存在を意識し、時間の流れに思いを馳せる。都市らしい、現代の「広場」としての再生。
Space Syntax による、人と空間配置の関係への考察がそれを支えているのです。

Trafalgar Square, in central London, was an isolated space surrounded by vehicular traffic, whose only function was as 
a tourist attraction where people took photos of the surrounding buildings. In order to redesign it as a world-class public 
square for all people, a professional team was formed around the internationally  celebrated architect Norman Foster.
Space Syntax Limited was responsible for analysing the existing, low levels of pedestrian use in and around the Square 
and explaining how these patterns related to its complicated spatial layout design. In doing so, the Space Syntax team 
uncovered high levels of ‘latent demand’ for pedestrian activity. They then helped to generate and evaluate proposals for 
its redesign.
The new square opened in 2003 and immediately became a hub for both tourists and local workers to walk through - and 
sit in - the redesigned space. Key to this is the new central staircase, which simplifies the previously complicated spatial 
layout. Today, Trafalgar Square is a place to drop by and stay for a while.
Feeling the presence of others… Feeling the passage of time…
A contemporary regeneration of a historic urban public space, made possible by Space Syntax’s careful consideration of 
human behaviour and sensitive design of the spatial layout.

“ I know these techniques work from the tough environment of practice. I love the 
world of analysis, observation, research, but also of passion, imprecision, the hunch.
Space Syntax  is the testing of the interaction of these opposing worlds. ”  
-Norman Foster (Architect)

創造性を支える、科学的アプローチ
都市空間デザインの実務での活用

A scientific approach that supports creativity
Application in urban design practice
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再生後のトラファルガー広場（ロンドン）　＊プロジェクトの詳細はモニタでご覧ください。
Trafalgar Square (London) today　* More information about the project is shown on the display.

都市における人の動き。歩く、立ち止まる、周囲を見渡す、経路を選ぶ、
だれかと話す、座る、店に入る、買い物をする、また誰かと出会う。
人の行動データをどのように集めて、解釈し、役立てれば良いのでしょうか？

Space Syntax は、多くの都市研究家が提唱する「観察調査」の手法も用い、あらゆるデータの可
視化を考えます。ただ、人の行動が「そこ」で起きることの要因を、空間から考察することが、独
自の特徴です。
「都市における人の行動の基本は、移動（通り過ぎること）です。街路構造が経路をつくることによっ
て移動が発生する。都市の賑わい（あるいは閑静さ）、経済活動や、社会的な問題（犯罪の発生や
その不安など）も、『人通り』に関係していると言えます。〈中略〉つまり、もっとも根元的なものは、
都市の空間構造そのものなのです。空間構造は、人の活動を通じて街に命を与える、都市の多機能
性の基礎をなしているのです」

ビル・ヒリアー教授
Space is the Machine, p.126, 1996

Space Syntax undertakes direct, ‘eye-level’ observation techniques which many urbanists recognise as an essential 
research technique. These observations are then visualised in the form of maps and graphs, alongside other social, 
economic and environmental datasets. In doing so, the unique focus of the Space Syntax approach is to understand the 
influence of spatial layout on the observed phenomena. 
“Most urban space use is movement. Most movement is through movement, that is, the by-product of how the grid offers 
routes from everywhere to everywhere else. Most informal space use is also movement related, as is the sense and 
fact of urban safety…The urban buzz, or the lack of it when it suits us, is the combination of these, and the fundamental 
determinant is the structure of the grid itself. The urban grid, through its influence on the movement economy is the 
fundamental source of the multifunctionality that gives life to cities.” 

Bill Hillier 
Space is the Machine, p.127, 1996 - Cambridge University Press

Let’s think about how people behave in urban environments: walking, stopping, looking around, choosing a route, 
talking with others, sitting, entering a shop, making a purchase and meeting someone unexpectedly... 
How can we record and interpret these patterns? How can we generate ‘big’ data about human behaviour and form 
a body of knowledge that can be put to good use?

人の移動：その意味と価値
理論の応用範囲、周辺分野の知見

People movement: its meaning and value
Application of the theory and integration with other disciplines
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多様なパターンが見られる、駅前広場での人の動き
Observed people’s movement in a station square

「私はこの技術が実務で役立つことを知っています。
私は、分析・観察・研究の世界と、情熱・曖昧・直感の世界の双方を愛します。
スペースシンタックスは、それら異なる世界を相互作用させる試みなのです。」
- ノーマン・フォスター（建築家）

ロンドンの中心部に位置するトラファルガー広場。かつては自動車交通に取り囲まれた孤立した空
間、観光客の記念撮影だけのための場所でした。すべての人のための、都市の焦点として相応しい
広場とするため、建築家ノーマン・フォスター卿を中心とするチームが編成されました。
現況分析とデザイン評価を担当した Space Syntax チームは、人々の行動の観察から、潜在的な行
動欲求を見つけ出し、それが実現するような空間配置となるよう、分析的なデザイン検討を行います。
2003 年、新しく生まれ変わった広場では、観光客が次の行き先に向けて各々の方向に自然と歩み出
せる配置に。また、近隣住民の多くが立ち寄り、時間を過ごす場所にもなりました。
他者の存在を意識し、時間の流れに思いを馳せる。都市らしい、現代の「広場」としての再生。
Space Syntax による、人と空間配置の関係への考察がそれを支えているのです。

Trafalgar Square, in central London, was an isolated space surrounded by vehicular traffic, whose only function was as 
a tourist attraction where people took photos of the surrounding buildings. In order to redesign it as a world-class public 
square for all people, a professional team was formed around the internationally  celebrated architect Norman Foster.
Space Syntax Limited was responsible for analysing the existing, low levels of pedestrian use in and around the Square 
and explaining how these patterns related to its complicated spatial layout design. In doing so, the Space Syntax team 
uncovered high levels of ‘latent demand’ for pedestrian activity. They then helped to generate and evaluate proposals for 
its redesign.
The new square opened in 2003 and immediately became a hub for both tourists and local workers to walk through - and 
sit in - the redesigned space. Key to this is the new central staircase, which simplifies the previously complicated spatial 
layout. Today, Trafalgar Square is a place to drop by and stay for a while.
Feeling the presence of others… Feeling the passage of time…
A contemporary regeneration of a historic urban public space, made possible by Space Syntax’s careful consideration of 
human behaviour and sensitive design of the spatial layout.

“ I know these techniques work from the tough environment of practice. I love the 
world of analysis, observation, research, but also of passion, imprecision, the hunch.
Space Syntax  is the testing of the interaction of these opposing worlds. ”  
-Norman Foster (Architect)
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再生後のトラファルガー広場（ロンドン）　＊プロジェクトの詳細はモニタでご覧ください。
Trafalgar Square (London) today　* More information about the project is shown on the display.

「建築は、衝突の場ではなく、出会いの場である。
それは、半アート・半サイエンスではなく、
完全にアートであり、完全にサイエンスである。」
- ビル・ヒリアー教授

「つながり・関係性からの空間特性の定量化」というのが、 Space Syntax の基本的なアイディアです。
これはつまり、広さや大きさ、高さにとらわれない、つまり「あらゆる空間スケールで使える」こと
を意味しています。
イギリスでは国土全体の幹線道路ネットワークの分析に、イタリアでは遺跡の分析（古代の部屋の
機能を推測）に用いられました。一方で、商業施設などの屋内空間の詳細なレイアウト分析にも使
われています。日本の都市でも、駅周辺や大型商業施設における空間配置検討に使われはじめて 15
年ほどが経ちました。
商業施設では、顧客に楽しく回遊してもらい、多くの商品を販売し、施設の経済的な価値を高めた
いというのが空間レイアウト分析の目的となります。では、美術館のような文化施設では何が求め
られるでしょうか？

The key idea of the Space Syntax approach is to quantify the spatial characteristics of buildings and urban places by 
focusing on ‘connections’. This means that conventional attributes such as size, density and height can be supplemented 
by measures of spatial connectedness. In addition, the approach can be applied to any scale, from the layout of an 
individual room to an entire country or continent.
For example, the Space Syntax approach has been used to analyse the road network of the United Kingdom and Ireland. 
The same approach has also been used to study archaeological sites throughout the world to deduce the functioning of 
rooms in ancient architecture.
In Japan too, the approach has been practised for over 15 years, with Space Syntax Japan undertaking projects including 
the spatial layout of large shopping centres and the areas around rail stations. 
The retail projects of Space Syntax Japan are aimed at: improving the customer experience, for shops to sell more, and 
for building owners to maximise the economic value of their facilities. What would be the main objectives in undertaking a 
study of spatial layout analysis and human behavior patterns for a cultural facility such as a museum?

“ Architecture is not a battleground but a meeting place.
It is not half art and half science, but fully art and fully science. ”
-Bill Hillier. Going with the flow, theguardian.com, 2004.09.09

都市空間から商業施設、そして文化施設へ
様々な空間分析への展開

From urban to commercial / cultural architecture
Applications across various building types
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美術館 テート・ブリテン（ロンドン）のレイアウト分析
Spatial layout analysis of Tate Britain (London)
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ロンドンの中心部に位置するトラファルガー広場。かつては自動車交通に取り囲まれた孤立した空
間、観光客の記念撮影だけのための場所でした。すべての人のための、都市の焦点として相応しい
広場とするため、建築家ノーマン・フォスター卿を中心とするチームが編成されました。
現況分析とデザイン評価を担当した Space Syntax チームは、人々の行動の観察から、潜在的な行
動欲求を見つけ出し、それが実現するような空間配置となるよう、分析的なデザイン検討を行います。
2003 年、新しく生まれ変わった広場では、観光客が次の行き先に向けて各々の方向に自然と歩み出
せる配置に。また、近隣住民の多くが立ち寄り、時間を過ごす場所にもなりました。
他者の存在を意識し、時間の流れに思いを馳せる。都市らしい、現代の「広場」としての再生。
Space Syntax による、人と空間配置の関係への考察がそれを支えているのです。

Trafalgar Square, in central London, was an isolated space surrounded by vehicular traffic, whose only function was as 
a tourist attraction where people took photos of the surrounding buildings. In order to redesign it as a world-class public 
square for all people, a professional team was formed around the internationally  celebrated architect Norman Foster.
Space Syntax Limited was responsible for analysing the existing, low levels of pedestrian use in and around the Square 
and explaining how these patterns related to its complicated spatial layout design. In doing so, the Space Syntax team 
uncovered high levels of ‘latent demand’ for pedestrian activity. They then helped to generate and evaluate proposals for 
its redesign.
The new square opened in 2003 and immediately became a hub for both tourists and local workers to walk through - and 
sit in - the redesigned space. Key to this is the new central staircase, which simplifies the previously complicated spatial 
layout. Today, Trafalgar Square is a place to drop by and stay for a while.
Feeling the presence of others… Feeling the passage of time…
A contemporary regeneration of a historic urban public space, made possible by Space Syntax’s careful consideration of 
human behaviour and sensitive design of the spatial layout.

“ I know these techniques work from the tough environment of practice. I love the 
world of analysis, observation, research, but also of passion, imprecision, the hunch.
Space Syntax  is the testing of the interaction of these opposing worlds. ”  
-Norman Foster (Architect)
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focusing on ‘connections’. This means that conventional attributes such as size, density and height can be supplemented 
by measures of spatial connectedness. In addition, the approach can be applied to any scale, from the layout of an 
individual room to an entire country or continent.
For example, the Space Syntax approach has been used to analyse the road network of the United Kingdom and Ireland. 
The same approach has also been used to study archaeological sites throughout the world to deduce the functioning of 
rooms in ancient architecture.
In Japan too, the approach has been practised for over 15 years, with Space Syntax Japan undertaking projects including 
the spatial layout of large shopping centres and the areas around rail stations. 
The retail projects of Space Syntax Japan are aimed at: improving the customer experience, for shops to sell more, and 
for building owners to maximise the economic value of their facilities. What would be the main objectives in undertaking a 
study of spatial layout analysis and human behavior patterns for a cultural facility such as a museum?
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人がそこを通る。全てはそこから始まります。
イスがある。座る。周りを見る。何かに気づく。
他者との距離間、視界に入る人の動き、ちょっとしたコミュニケーション…。
都市的な現象が、ここで起きています。

金沢 21 世紀美術館の一角で、イスの配置によって、館内の空間レイアウトを変える実験をしています。
イスの配置によって、歩行や着座の行動が変わるか？
ひとりで長時間座りたい人は、どのような場所を好むか？
イス同士の距離がどれくらいまでだと、グループでの会話が弾むか？
美術館では作品鑑賞以外にどのような時間のすごし方があるのか？
小さいようで、奥の深い実験と言えるでしょう。社会的な、街かどのような、美術館の側面をいく
らか示すことができるかもしれません。

Here in 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa an experiment is taking place: to change the spatial layout 
of a part of the circulation space - by moving stools – and then seeing how people’s behaviour is affected.
The research questions include: 
Does the layout of stools affect how people move through the gallery and where they stop? In which locations do people 
tend to rest longer? When people stand or sit in conversational groups, what size of space do they typically occupy? 
What else do people do in the museum other than look at exhibits?
This is a small experiment, but it might reveal some important results. It may even be possible to show whether the 
museum acts as a social space, exhibiting the characteristics of a village or small town.

A person walks in. That is the beginning of the story.
They then see the stools, choose one and sit on it.
They look around and find something that attracts them...
Being in the company of other visitors, ‘people-watching’,
then perhaps an unplanned small communication with someone...
Social life takes place in places like this.

イスの配置が変わると何が起きる？
小さな実験と観察調査の試み

What happens when the stools are moved around?
A small experiment and observation study

Space Syntax    8



「私はこの技術が実務で役立つことを知っています。
私は、分析・観察・研究の世界と、情熱・曖昧・直感の世界の双方を愛します。
スペースシンタックスは、それら異なる世界を相互作用させる試みなのです。」
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創造性を支える、科学的アプローチ
都市空間デザインの実務での活用

A scientific approach that supports creativity
Application in urban design practice
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再生後のトラファルガー広場（ロンドン）　＊プロジェクトの詳細はモニタでご覧ください。
Trafalgar Square (London) today　* More information about the project is shown on the display.

「建築は、衝突の場ではなく、出会いの場である。
それは、半アート・半サイエンスではなく、
完全にアートであり、完全にサイエンスである。」
- ビル・ヒリアー教授

「つながり・関係性からの空間特性の定量化」というのが、 Space Syntax の基本的なアイディアです。
これはつまり、広さや大きさ、高さにとらわれない、つまり「あらゆる空間スケールで使える」こと
を意味しています。
イギリスでは国土全体の幹線道路ネットワークの分析に、イタリアでは遺跡の分析（古代の部屋の
機能を推測）に用いられました。一方で、商業施設などの屋内空間の詳細なレイアウト分析にも使
われています。日本の都市でも、駅周辺や大型商業施設における空間配置検討に使われはじめて 15
年ほどが経ちました。
商業施設では、顧客に楽しく回遊してもらい、多くの商品を販売し、施設の経済的な価値を高めた
いというのが空間レイアウト分析の目的となります。では、美術館のような文化施設では何が求め
られるでしょうか？

The key idea of the Space Syntax approach is to quantify the spatial characteristics of buildings and urban places by 
focusing on ‘connections’. This means that conventional attributes such as size, density and height can be supplemented 
by measures of spatial connectedness. In addition, the approach can be applied to any scale, from the layout of an 
individual room to an entire country or continent.
For example, the Space Syntax approach has been used to analyse the road network of the United Kingdom and Ireland. 
The same approach has also been used to study archaeological sites throughout the world to deduce the functioning of 
rooms in ancient architecture.
In Japan too, the approach has been practised for over 15 years, with Space Syntax Japan undertaking projects including 
the spatial layout of large shopping centres and the areas around rail stations. 
The retail projects of Space Syntax Japan are aimed at: improving the customer experience, for shops to sell more, and 
for building owners to maximise the economic value of their facilities. What would be the main objectives in undertaking a 
study of spatial layout analysis and human behavior patterns for a cultural facility such as a museum?

“ Architecture is not a battleground but a meeting place.
It is not half art and half science, but fully art and fully science. ”
-Bill Hillier. Going with the flow, theguardian.com, 2004.09.09

都市空間から商業施設、そして文化施設へ
様々な空間分析への展開

From urban to commercial / cultural architecture
Applications across various building types
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美術館 テート・ブリテン（ロンドン）のレイアウト分析
Spatial layout analysis of Tate Britain (London)

人がそこを通る。全てはそこから始まります。
イスがある。座る。周りを見る。何かに気づく。
他者との距離間、視界に入る人の動き、ちょっとしたコミュニケーション…。
都市的な現象が、ここで起きています。

金沢 21 世紀美術館の一角で、イスの配置によって、館内の空間レイアウトを変える実験をしています。
イスの配置によって、歩行や着座の行動が変わるか？
ひとりで長時間座りたい人は、どのような場所を好むか？
イス同士の距離がどれくらいまでだと、グループでの会話が弾むか？
美術館では作品鑑賞以外にどのような時間のすごし方があるのか？
小さいようで、奥の深い実験と言えるでしょう。社会的な、街かどのような、美術館の側面をいく
らか示すことができるかもしれません。

Here in 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa an experiment is taking place: to change the spatial layout 
of a part of the circulation space - by moving stools – and then seeing how people’s behaviour is affected.
The research questions include: 
Does the layout of stools affect how people move through the gallery and where they stop? In which locations do people 
tend to rest longer? When people stand or sit in conversational groups, what size of space do they typically occupy? 
What else do people do in the museum other than look at exhibits?
This is a small experiment, but it might reveal some important results. It may even be possible to show whether the 
museum acts as a social space, exhibiting the characteristics of a village or small town.
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Being in the company of other visitors, ‘people-watching’,
then perhaps an unplanned small communication with someone...
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What happens when the stools are moved around?
A small experiment and observation study
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いえいえ、貴方ご自身に注目しているわけではありません※ 。
そこで起きている「現象」をデータ化することが目的です。
でも、もしかすると「あ、これ私かも。こんな動きしてたのね」
ということがあるかも…。

人の動きに関するデータを得るためには、これまで現地で調査員が観察する方法が主流でしたが、
今回は新たな調査方法に挑戦しています。
機械学習などのデータ解析技術の発展は、映像に映っているものを直ちに認識することを可能にし
ました。映像の中の 「人間」の特徴をコンピューターが学習し、「これは人間です」と即座に判断で
きるようになったのです。
この技術を用いて得られたデータと、Space Syntax の空間指標とを比較検証することによって、
美術館でのすごし方に適したイスの配置を考察します。

※この分析は、個人を特定するものではありません。また、ビデオ映像はデータ化の処理のみに使用し、消去しています。

Although information on human behaviour patterns have mainly been collected ‘manually’ by observers based on site, 
this exhibition tries to develop new “remote” techniques.
The rapid development of data science technologies, such as machine learning, allows us to recognise different ‘objects’ 
quickly and relatively precisely. For example, a computer can learn the features of ‘a human figure’ in a video image and 
then use that knowledge to find ‘a human figure’ in a new image.
Utilising the data collected by this technique, and then correlating this with Space Syntax spatial measures, it will be 
possible, for example, to discuss the best placement of seats for resting throughout the museum.

* This research project does not try to identify individual behaviour patterns. Video images will be deleted after data analysis.

No, certainly not! The research does not focus on the behaviour of individual people*.
Instead, it tries to investigate ‘phenomena’ seen in the patterns of many people.
However, you might find a movement trace and think, “That might be mine!”.

貴方の行動、予測されていたかも？
ほぼリアルタイム：今日の様子

Was your behaviour predicted by any chance?
Nearly real-time: today’s data
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金沢 21 世紀美術館のレイアウト的な特徴：

① 裏側のない開放的なつくり
② 独立した展示室とそれを結ぶ動線空間
③ 仕切りによって変えられる範囲設定

つまり、「街とつながる」「街のような」構成が意図されています。

かつての典型的な展示施設では、中央にコリドーがあり、そこに展示室の入口が複数存在しつつ、
展示室が相互につながり連続した経路をつくっている、という形態が多かったと言えるでしょう。
一方で、金沢 21 世紀美術館はレイアウトそのものに可変性があること、正面性（方向性）が強調
されていないこと、周囲に開く形態となっていること、などが特徴です。
これにより、一般的な施設と比べて、多様な行動パターンが発現する可能性のある施設となっています。

Exhibition layouts are typically organised around a central corridor lined by entrances to individual gallery spaces. These 
spaces are then connected to each other to create a circulation route.
In contrast, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa has an unique layout, which is highly flexible, has no 
distinction between front and back, and which is open to the surrounding area.
It is likely that these features encourage a wider variety of activities than in more traditional building layouts.

The spatial layout design concept of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa:

1. an open layout with no ‘back side’
2. separated gallery spaces, connecting to a main circulation system
3. flexible zones that can be changed by moving walls around.

Overall, the museum is intended to have a city-like spatial layout.

多方向性 / 水平性 / 透明性
金沢 21 世紀美術館の空間レイアウト的な特徴と現況

Multiple Directions / Horizontality / Transparency
Characteristics of the current spatial layout and use patterns

in 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
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② 独立した展示室とそれを結ぶ動線空間
③ 仕切りによって変えられる範囲設定

つまり、「街とつながる」「街のような」構成が意図されています。

かつての典型的な展示施設では、中央にコリドーがあり、そこに展示室の入口が複数存在しつつ、
展示室が相互につながり連続した経路をつくっている、という形態が多かったと言えるでしょう。
一方で、金沢 21 世紀美術館はレイアウトそのものに可変性があること、正面性（方向性）が強調
されていないこと、周囲に開く形態となっていること、などが特徴です。
これにより、一般的な施設と比べて、多様な行動パターンが発現する可能性のある施設となっています。

Exhibition layouts are typically organised around a central corridor lined by entrances to individual gallery spaces. These 
spaces are then connected to each other to create a circulation route.
In contrast, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa has an unique layout, which is highly flexible, has no 
distinction between front and back, and which is open to the surrounding area.
It is likely that these features encourage a wider variety of activities than in more traditional building layouts.

The spatial layout design concept of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa:

1. an open layout with no ‘back side’
2. separated gallery spaces, connecting to a main circulation system
3. flexible zones that can be changed by moving walls around.

Overall, the museum is intended to have a city-like spatial layout.

多方向性 / 水平性 / 透明性
金沢 21 世紀美術館の空間レイアウト的な特徴と現況

Multiple Directions / Horizontality / Transparency
Characteristics of the current spatial layout and use patterns

in 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Space Syntax    10

レイアウトを変えると、来館者の行動はどう変わるのか？
わかりやすい？ 楽しい？ 効率的に動ける？
美術館内として相応しい空間体験とは、どのようなものでしょうか？

2020 年 1 月より lab.リサーチサポーターの協力のもとで行動観察調査の実験を行います。
展覧会ゾーンでの作品鑑賞時の行動を疑似的につくり、展示室をめぐります。このときの動きを、
詳しく観察し、図面上に表します。
Space Syntax の空間特性分析との関係はどうなっているか？この比較検証を通じて、館内の行動
予測技術の改善を試みます。
今後の美術館の運営や、そのための議論に活かすことができるような知見を見つけられれば、未来の
来館者にとっての、よりよい美術館体験の可能性へとつながり、それこそが本展の大きな成果となります。

In January 2020, an experimental observation study will be held by the Space Syntax project team, in collaboration with 
‘lab.’ Research Supporters.
A participant will play the part of a museum visitor and walk around the exhibition zone to find ‘treasure’ exhibits. The 
movement and behavior of the participant will be recorded manually by an observer. The data gathered will then be 
analysed by comparing the behaviour patterns of the participant with Space Syntax measures. The aim in doing so will be 
to improve forecasting techniques in museums and other cultural facilities.
It is also intended to use the findings of the research to inform the management of the museum and to discuss its future. 
If it is successful, and leads to better visitor experiences, then this exhibition will have been of real value.

Questions: How do different spatial layouts affect visitor movement patterns?
Which layout is more intelligible, more efficient, or more fun?
Which creates a better experience in a museum environment?

行動パターンを予測できるか？
リサーチサポーターとの協働

Is it possible to forecast human movement patterns?
In cooperation with Research Supporters
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いえいえ、貴方ご自身に注目しているわけではありません※ 。
そこで起きている「現象」をデータ化することが目的です。
でも、もしかすると「あ、これ私かも。こんな動きしてたのね」
ということがあるかも…。
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今回は新たな調査方法に挑戦しています。
機械学習などのデータ解析技術の発展は、映像に映っているものを直ちに認識することを可能にし
ました。映像の中の 「人間」の特徴をコンピューターが学習し、「これは人間です」と即座に判断で
きるようになったのです。
この技術を用いて得られたデータと、Space Syntax の空間指標とを比較検証することによって、
美術館でのすごし方に適したイスの配置を考察します。

※この分析は、個人を特定するものではありません。また、ビデオ映像はデータ化の処理のみに使用し、消去しています。

Although information on human behaviour patterns have mainly been collected ‘manually’ by observers based on site, 
this exhibition tries to develop new “remote” techniques.
The rapid development of data science technologies, such as machine learning, allows us to recognise different ‘objects’ 
quickly and relatively precisely. For example, a computer can learn the features of ‘a human figure’ in a video image and 
then use that knowledge to find ‘a human figure’ in a new image.
Utilising the data collected by this technique, and then correlating this with Space Syntax spatial measures, it will be 
possible, for example, to discuss the best placement of seats for resting throughout the museum.

* This research project does not try to identify individual behaviour patterns. Video images will be deleted after data analysis.

No, certainly not! The research does not focus on the behaviour of individual people*.
Instead, it tries to investigate ‘phenomena’ seen in the patterns of many people.
However, you might find a movement trace and think, “That might be mine!”.

貴方の行動、予測されていたかも？
ほぼリアルタイム：今日の様子

Was your behaviour predicted by any chance?
Nearly real-time: today’s data
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