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都市の中の喫煙空間 

 －「共存」できる空間を目指して－ 

Smoking space in city 
        -It aims at the space cut by "Coexistence".- 
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In late years consciousness for the health of a nation rose. A lot of goods to become healthy are developed, and, as 
for the fitness boom, it is overheated more and more. The environment that surrounded the cigarette changed very 
much. A smoking place, a nonsmoking restaurant, prohibition of the smoking on the road. We think about the future 
and the present situation of "the smoking place". 

 
Key words: No smoking, separation of smoking areas, and coexistence 

  禁煙, 分煙, 共存 
 
 
 
1. 現状 
1-1. 進む禁煙化 
たばこは，マヤ文明の時代から永きにわたる歴史的背景をもち、

多くの人に親しまれてきた。現代でも個人の嗜好品として世界の

約3分の1の成人に愛用されている。 
しかし、近年たばこに対する風当たりが強くなり、喫煙者の考

えにも変化が生じ始めた。その変化は図１に示すように3要素に

分類されると考える。 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
図1 喫煙に対する考えの変化 

 
 
たばこ税は、国・地方税を合わせて毎年度2兆円を超え、一般

財源として多大な貢献をしている。 税負担率が価格の6割にも

のぼる、日本でも税負担率の重い商品であるからだ。不景気の影

響による税収低減を解消するために、過去10年で3回の増税が

行われた。 これにより、金銭的に厳しいという理由から禁煙す

る人が増えた。 
社会面から見ると、以下に挙げるような喫煙に関する規制が多

く制定されてきた。 
・禁煙条例「公共的施設における受動喫煙防止条例」（神奈川

県） 
・路上喫煙禁止条例（全国各地） 
・県海水浴場等に関する条例（神奈川県） 
・タクシー全面禁煙化（39都府県） 
・列車および駅構内の全面禁煙エリア拡大（JR） 

 ・プロ野球全球団の観客席禁煙化（2003） 
・タバコCMの全面廃止 

 
1-2.喫煙者人口について 
日本たばこ産業の「平成21年全国たばこ喫煙者率調査」によ

ると、平成21年のタバコ喫煙者率は24.9％（成人男性38.9％、

成人女性11.9％）だった。この数字は平成17 年の29.2％に比べ

て明らかに下がっている。喫煙者人口でみると 3020 万人から

2601 万人と、約 400 万人減少している。特に、たばこ税が増税

された昭和 61 年・平成 15 年・18 年は、喫煙者率の減少が顕著

に見られる。(図2) 

経済面 
金銭的に厳しい（過去10

年で3回の増税） 

社会面 
規制の強化による禁煙化

の流れを感じた 

健康面 
健康に悪影響を 
与えると感じた 
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図2  喫煙者率の推移 

 
1-3. 喫煙空間について 

2003 年に健康増進法が施行され、公共の場における禁煙化が

徐々に進行していった。それにより、病院・学校といった公共施

設での禁煙化が実施された。ホテルや飲食店においては、利用者

のニーズに応えて禁煙化・分煙化が行われはじめ、徐々に喫煙ス

ペースが少なくなってきた。 
実際に、ファミリーレストランチェーン店のロイヤルホストが、

2009年6月に全294店舗中10店舗で試験的ではあるが客席の完

全禁煙化を実行している。例として、世田谷区尾山台店は従来分

煙型の客席であったが全面禁煙化にして、店舗入口付近に小さな

喫煙ルームを設けた。（写真1・2） 
このスペースでの飲食は禁止で、喫煙のためだけの空間である

が、2畳程度の広さにイスが3つ設置されただけの簡素なもので

ある。しかし、店側の当初の予想よりも利用者の数が少なく、女

性客は入りにくいようだ。 
また、路上喫煙防止条例の施行に伴って、駅前などに設置され

た小さな喫煙所に多くの喫煙者が集まるようになった。このよう

な喫煙所は、道端に灰皿が置いてあるだけで、歩行空間との分離

がきちんとされていないものが多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

  
 
   写真1 喫煙ルーム 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  写真2  内部の様子 
 
 
2. 現状から把握した課題 
現在、禁煙化を求める流れが非常に強く、喫煙者に与えられる

快適な喫煙空間が少なくなってきている。喫煙者にとって喫煙は

気分転換やストレス解消の一手段として重要な存在である。しか

し、非喫煙者にとってタバコの煙や臭いは迷惑で好ましくない。 
非喫煙者人口の増加に伴い、飲食店における禁煙化や街中の喫 

煙所の撤去により、喫煙スペースの減少が顕著になってきた。 
その結果、街中で喫煙出来る所を求めて、駅前などにある小さ

な喫煙所に多くの人が集まる。都内の喫煙所を見たところ、歩行

空間との分離がされていないので、喫煙者が歩道を占有してしま 
い歩行空間を狭くしてしまっている。（写真3） 
 また、路上喫煙による煙や吸殻のポイ捨てで、非喫煙者・喫

煙者双方にとって居心地の悪い都市空間を作り出している。（写

真4） 
今後もタバコに対する風当たりは強くなると思われるので、現

在の居心地の悪い空間を改善し、非喫煙者・喫煙者双方にとって

少しでも快適な空間を作り出すことが課題である。 
 

増税 

増税

増税 
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写真3 歩道を占有する喫煙者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         写真4 暗い喫煙所 
 
 
3. 課題解決の提案 
 禁煙ブームとはいえ、むやみやたらに禁煙化や喫煙所の撤去を

行ってしまうと、路上喫煙などのマナー違反の増加が懸念される。 
提案のひとつとして、快適な喫煙所が身近にあれば、喫煙者はそ

こを利用するようになり、路上喫煙や吸殻のポイ捨てがなくなる

と推測される。 
禁煙化を求める動きが強い状況の中、街中に喫煙所を増設する

ことは現実的に見ても難しいだろう。そこで、喫煙所を新設する

という考えではなく、既存の喫煙所の利用実態をきちんと把握し

た上で対策をとるべきである。例えば屋外では、敷地面積に対し

て利用人数の多い喫煙所は、敷地面積を広げて、利用者が密集す

るのを防ぐ。さらに、敷地面積をただ広げるだけではなくしっか

りとした“喫煙所”としての整備が必要である。そのためには灰

皿を設置するだけではなく空間に仕切りを設けて、歩行者と喫煙

者の利用区域を明確にするべきではないだろうか。 
また、喫煙所というと暗く汚い所というイメージをしがちであ

る。これの解決策として、光を取り入れた明るい喫煙空間を作る

べきだ。屋外においては、不用意に植栽をしすぎると光を遮断し

暗くなってしまうので、適切な植栽量を検討する必要がある。 
飲食店など屋内の場合は、喫煙空間と禁煙空間を分ける仕切り

を設ける事が最も効果的である。仕切りはたばこの煙の流出を防 

 
図3 ガラスで仕切った例 

 
図4 フロアで分煙した例 

 
ぐことが目的であるため、建物の壁以外にもパーティションや障

子、襖など、煙を通さないものであることが必要だ。その際に、

ガラスで空間を仕切ることによって閉塞感を和らげることがで

きる(図3)。 
 図4に示した例は、煙が上昇する性質を利用して分煙している

ものである。上のフロアを喫煙空間、下のフロアを禁煙空間とす

ると天井が仕切りとなり、下のフロアには煙がいかなくなる。 
 また、屋外でもこの性質を活用できると推測する。喫煙空間へ

のアプローチとして階段などを設けて、歩行空間よりも喫煙空間

を高く設置する。これにより、煙が下の歩行空間に流れることが

なくなる。さらに、歩行者と喫煙者の利用区域を視覚的・心理的

に明確に区分することが出来る。 
 
 
4. 事例 
【渋谷駅前】 
渋谷区では「歩行喫煙はしない」「たばこは決められたところ

で吸う」という渋谷区分煙ルールを平成15年8月に定めた。さ

らに平成16年4月からは渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅周辺を「分

煙ルール重点地区」に指定するとともに喫煙所を設け、所定の喫

煙所以外での喫煙は禁止している。その結果、設置前と比べて吸

殻のポイ捨てが少なくなったとの報告がある。 

喫煙所 

喫煙者 歩行者
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【秋葉原駅 ＳＭＯＫＥＲＳ’  ＳＴＹＬＥ】 
有料トイレに付設して造られた、無料喫煙スペースである（写

真4）。中は比較的広く、外に面している壁面は全面ガラス張り

なので、光が多く採りこまれ、明るい空間となっている（写真5）。
また、外のウッドデッキでも喫煙が可能で、人が隠れるくらいの

植栽が施されている。ガラスと植栽の間に一定の距離を設けてい

るため、光を効率的に取り込める上に、視界を遮断することが出

来る。

 
写真4 ＳＭＯＫＥＲＳ’  ＳＴＹＬＥ 外観 

 

 
写真5 内部の様子 

 
 
5. まとめ 
世の中が今後禁煙に向けて更に動いていくことは確実だろう。

しかしたばこが日本の財源の一部である以上、たばこが廃止され

ることはなく喫煙者がゼロになるということもないと思われる。

だからこそ、非喫煙者と喫煙者がともに快適に過ごすことのでき

る空間造りがますます求められる。 
すでに実行された事例を見習い、非喫煙者と喫煙者が「共存」

できる喫煙空間という姿が、将来の都市における喫煙空間のある

べき姿なのではないだろうか。 
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