
S I T W A Y
G A R D E N
　「動く歩道」の設計思想は、人が立ったままで
の目的地への移動を実現することだった。しか
し現状は、エスカレータと同様に多くの人がそ
の上を歩いている。「動く歩道」は、効率化社会
の中で少しでも移動時間を短縮するための「早
歩きマシン」となっていると言わざるを得ない。
そこで「SITWAY GARDEN」を提案する。歩道や
通路の中央にベンチが接続された回転機構を設
置する。またその上に、「みんな」がベンチに座
ることによって光る花壇を設ける。多くの人が
座ることによって空間の輝きが増し、より多く
の人を集める。都市で忙しない生活を送る「み
んな」に、心と体を癒す、少しの時間と空間を。

The design philosophy of "moving walkway" 
was to realize the transportation to a certain 
dest inat ion with  people  s tanding on i t .  
However, like the escalator, many people walk 
on it. The "moving walkway" has inevitably 
become a "quick walking machine" to shorten 
the traveling time in an efficient society . Given 
this current situation, I propose a "SITWAY 
GARDEN". We will set up a rotation mechanism 
with a bench connected to the center of the 
sidewalk .  On top of that, we will  create a 
glowing flower garden by "everyone" sitting on 
the bench. The more people sit on the bench, 
the brighter the area will shine, attracting more 
people. We will provide a brief time and space to 
heal the minds and bodies of "everyone" living a 
busy life in the city.



SITWAY GARDEN
「みんな」が座ることで光る花壇「みんな」に座ってもらうための工夫

　着席を圧力センサで検知し、背中部の白色 LED
と RGB カメラによって座った人の服の色をスポイ
トのように吸い取る。この入力情報をもとに座席
下部の LED と花壇の花の一部をその色で光らせる。
このシステムによって、座る「みんな」と、ベン
チや花壇とのインタラクションを生み出す。「みん
な」が座ることによって成立する花壇である。ベ
ンチに座りながら移動するという都市としての「機
能」と、「みんな」が参加することで完成する「作品」
という 2 つの側面を、オープンスペースだからこ
そ融合することができる。

　座席と花壇が光ることによって通り過ぎる人々の
注目を集めることができる。それによってより多く
の「みんな」にベンチに座ってもらうことができる。
1 つ 1 つのベンチは荷物が置けるように幅を少し広
くするが、友達同士やカップルで座る人のためにベ
ンチ間の距離は離しすぎない。また、移動を効率化
することを目的としていないので、ベンチの移動速
度を一般的な動く歩道よりもゆっくり(0.5m/s程度)
にすることで、座りやすくするのと同時に乗り心地
を担保する。

忙しない生活を送る「みんな」のための空間

　銀座などの多様な人々や事物が活発に交錯する都
市では、短時間の休憩スペースを探すことが難しい。
「SITWAY GARDEN」は都市で忙しく暮らす人々が、
コンビニで買った軽食を食べたり落ち着いて水を飲
むことができる空間となる。現代では、移動時間を
減らすことで休憩時間を確保するという発想が一般
的であるが、移動そのものを目的地に辿り着くため
の目的ではなく、都市での 1 つの体験と捉えデザ
インすることで、実空間としての都市の価値を高め
る。

想定される設置環境

　メインビジュアルでは屋外の広域な歩道を想定し
ているが、他に考えられる設置場所としては、駅と
周辺施設を結ぶ地下通路、桜木町のような屋根付き
の連絡橋、大規模商業施設などが挙げられる。例え
ば屋内通路であれば、座る人は必然的に壁方向に視
野を持つため、広告掲載費を高めに設定し収益性を
持たせることもできる。ベンチの移動に合わせて
キャラクターがついてくるようなプロジェクション
マッピングで更なる空間演出をすることもできる。
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　❶ 着席を圧力センサで検知する。Arduino 入力と
してそのデータを受け取る。❷ Arduino から接続し
てあるカメラモジュールと LED にそれぞれ撮影と
発光を命令する。この機構は透明なプラスチックで
覆い、人と密着して色が判定できない状況を避ける。
❸ 服を撮影し最もらしい RGB を取得する。❹ RGB
を Arduino に返す。❺ 取得した RGB でフルカラー
LED を発光させる。発光は 2 秒間の線形グラデー
ションなど。❻ 取得した RGB で花の中央に設置した
LED を発光させる。予め複数の花に接続しておき、
花壇の一部の花が着席によって発光する演出を行
う。花は実物ではなく透明樹脂を素材とした 3D プ
リンティングによって生成する。

In cities where various people and things actively 
intersect, such as Ginza, it is difficult to find a place 
to take short breaks. The "SITWAY GARDEN" is a 
space where busy people living in the city can eat 
snacks from convenience stores and quietly drink 
water. In the present age, the general idea is to 
secure break time while reducing transportation 
time. However, its purpose is not to reach the 
destination, but to increase the city value by 
creating an actual environment designed as a city 
experience.

A pressure sensor will detect the people sitting on 
the bench, and a white LED and RGB camera 
located in the back part of the bench will detect the 
color of the clothes of the seated person. Based on 
this input information, the LED of the lower part of 
the seat and part of the flower garden will shine in 
that  color  inputted.  This  system creates  an 
interaction between "everyone" sitting and the 
benches and flower garden. It is a flower garden 
formed by "everyone" sitting. Because it is an open 
environment, it can combine the two aspects; the 
city-like "function" of the bench that moves while 
sitting, and a "production" completed by the 
participation of "everyone".

The shining bench and the flower garden will 
attract the attention of people passing by. By doing 
so, a bigger number of "everyone" can sit on the 
bench. Each bench will be made slightly wider to 
allow bag space, but the distance between the 
benches will not be too far for people seated as 
friends and couples. Also, because it is not aimed to 
improve the transportation time, the speed of the 
bench will be slower (about 0.5 m / s) than the 
average moving walkway, and this will guarantee 
both an easy and comfortable sitting.

The main visual assumes a wide outdoor sidewalk, 
but other possible installation sites include an 
underground passage connecting the station and 
surrounding facil it ies,  a covered bridge l ike 
Sakuragicho, and large-scale commercial facilities, 
etc.  For example, in the case of an indoor passage, 
since the person seated will inevitably be viewing a 
wall, it is possible to gain revenue by charging a 
higher advertisement fee. It is also possible to 
create further space productions by projection 
mapping various characters that move along with 
the benches.

❶ A pressure sensor will detect seating. Arduino 
receives that data as input.  ❷ Arduino wil l  
command the connected camera module and LED 
to shoot photo and and emit light respectively. This 
mechanism will be covered with transparent plastic 
to avoid people sitting too close to the camera 
mak ing  i t  imposs ib le  to  detec t  the  co lo r .

都市空間と「みんな」
に与える変化

し、逆に腰掛けるベンチがあればそこで休む習慣が
作られていく。「SITWAY GARDEN」は後者のアプロー
チによって「みんな」が積極的に心と体を休められ
るような時間と空間を目指している。また、移動と
いう行為を体験としてデザインする例として、広範
な意味での公共交通のあり方に一石を投じる。

In modern urban spaces there are very  few 
opportunities to just have a seat and rest for a while. 
This problem has two main causes. One is custom, 
the other is simply that there is no space available 
for it. These two causes affect each other. If you 
have a habit of taking a break in an open space, 
such a place will be made available, and on the 
other hand, if there is a bench availabe to rest, 
resting there will be formed as a habit. "SITWAY 
GARDEN" takes the latter approach and aims at 
c rea t ing  t ime  and  an  env i ronment  where  
"everyone" can proactively rest their mind and 
body.  A lso ,  as  an  example  of  des igning an 
experiential transportation, we will  cast one 
possibility to the way public transportation, in a 
broad sense, exists.

❸ Shoot photo of clothes and acquire the closest 
RGB. ❹ Return RGB to Arduino. ❺ LED will emit 
light in full color with the acquired RGB. Light 
emission, for example, will be 2 second linear 
gradations etc. ❻ The LEDs installed at the center 
of the flowers will emit light with the acquired RGB. 
The LED will be connected to multiple flowers 
beforehand, and some flowers of the flower bed 
will perform emission upon seating. Flowers are not 
real  but are generated by 3D printing using 
transparent resin.

　現代の都市空間には、少しの時間腰を下ろして休
憩するという機会が非常に少ない。この問題の原因
は主に 2 つあり、1 つは慣習、もう 1 つは単純にそ
れが可能なスペースがないことである。この 2 つの
原因は互いに相互作用がある。オープンスペースで
休憩する習慣があればそのような場所は作られる
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