
 

 

 

 

 

1. まえがき 

近年、都市の環境や景観面から緑化は重要な要

素である。しかし、育ちすぎた街路樹は、景観を

損ねるだけではなく、交通標識等が見えないなど

の、安全面に問題もあり、管理の面での剪定など

が必要となる。一方、景観には、さまざまな要素

があり、とくに人間の感覚に頼よるものが多く、

定量化が難しいことから、一般的に緑視率が用い

られている。しかし、この緑視率に視知覚特性を

取り入れれば、さらに現実に即した評価が行える

と考えた。このため、本研究室では、景観の評価

を数値的に表現すべく、いくつかの調査、解析を

行った。また、これらの調査、解析結果より算出

した重回帰分析の結果が、実際のアンケート調査

結果と整合性がとれているか検定した。研究のフ

ローを図１に示す。以下に、視知覚特性を取り入

れた評価を検討したものを報告する。 

1.1 景観の選定理由 

 アンケート調査１（実景観を被験者に見ても

らう）に用いる緑化景観として、本大学内外で 8

カ所（図２）とアンケート調査２（プロジェクタ

ーを用いた）公園や一般道で８カ所、また、検定

用に前述した公園等とは別に８カ所を選択した。

なお、学校内外の８景観については、アンケート

調査１と２での比較の為、アンケート調査２でも

用いて行った。 

選定の基準は、大きく次の 5 つに分ける。景観の

選定基準として 1.左右対称であり、頭上の一部

に空が含まれている形状、2.左右から頭上まで緑

が覆っている形状、3.画面の中心に緑がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形状、4.視線方向に対し垂直に緑が存在する形状、 

5.緑のほとんど無い形状とし、緑の配置や量が異

なる景観を選定した。また、その他として人通り

や交通量の違い、オープンさの度合い、建物の有

無、デザイン面での違いなども考慮して全２４カ

所の景観を選定した。 
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図１ 研究のフロー 

分析対象とする景観の選定（２４景観） 
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視知覚特性を用いた視野角度別の緑視率、アン

ケート調査１と２による評価の解析 

重回帰式を用い、実際の景観（検定用８景観）

を評価した結果とアンケート評価との比較 



表２ 各景観の視野角度における緑視率 

 

 
0°
～
5°

5°
～

10°

10°
～
20°

20°
～
30°

30°
～ 全緑視率

地点１ 1.8 1.6 14.9 17.6 12.2 48.0

地点２ 0 0 0.7 8.5 9.2 18.4

地点３ 4.1 5.7 20.8 16.9 17.8 65.2

地点４ 2.4 4.1 21.3 20.1 9.4 57.2

地点５ 0.3 0.9 1.5 1.4 1.1 5.2

地点６ 3.6 16.4 18.1 17 12.8 67.9

地点７ 0.1 0.2 0.2 0 0 0.5

地点８ 0.3 1.9 10.1 8 8.1 28.4

平均値 1.6 3.9 11 11.2 8.8 36.4

各地点

緑視率　％

1.2 緑視率 

人の景観における緑の評価には、「緑視率」

が多く用いられている。しかし、本研究では、

人が景観を見る場合、景観のどこを見て評価し

ているかに着目し、一般的に用いられている緑

視率ではなく、次に説明する各視野角度の緑視

率を求めると共に、面積を升目計算法で求めた。

なお、画像の大きさは、写真による緑視率の計

算、アイマークレコーダによる視線追従試験等

を考慮して長方形（アスペクト比 2：1）とし

た。視野範囲の設定に伴って、画面中央を中心

として横に広がっていることから、水平方向の

視野角度については、後述する、視線追従試験

では、画像の注視点が水平方向と同じ比視野角

度と同じ比率とした（図３）。 

1.3 視知覚特性を考慮した視野角度の設定 

人の静視野範囲は、一般的に水平方向は、コ

ーンの 60°、垂直方向はギブソンの 70°とさ

れている（篠原,1982）。本研究では、対象とな

るスクリーンの景観画像を実際に見ている状

態に近づけるため、スクリーンの投影サイズと

被験者のスクリーンの観察距離をこのコーン

の視野角度 60°を参考に決めた。なお、緑視

率を計算する場合の視野範囲は、前記したコー

ンとギブソンの水平、垂直方向の両眼による視

野範囲から考慮して楕円形とした。また、視力

は、視野の中心視軸から少しずれると急激に低

下し、見ている景観の情報に影響を与える。し

たがって、今回求めた視知覚特性を考慮した視

野角度を0°～5°、5°～１0°、10°～20°、

20°～30°、30°～の５つに区分した（図３）。 

1.4 視線追従試験 

動きながら眺める視野の変化について測定

するために、アイマークレコーダを用いた。こ

こでは、アンケート調査１と２の比較をするた

めに、学内外の 8景観を用いた。実際に見てい

る状態に近づけるように、被験者のスクリーン

の観察距離はコーンの視野角度 60°を考慮し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 学校内外の地点写真８カ所（一部） 

図３ 視野範囲設定図 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

5

4

3

2

1 そうは思わない

質問項目

評価

環境にとって良いかどうか（人や動物、自然）

景観にとって良いかどうか（景観的な）

緑の量はどうか

オープンさの度合いは、十分かどうか

非常によい

良い

普通

あまりそうは思わない

表１ 評価項目と評価基準 



て決めた。ここで、アンケートの被験者にアイマ

ークレコーダを装着してもらい、1画面の観察時

間を、実際の景観における被験者の観察時間の平

均的な時間である 30 秒間として観察させた。ま

た、注視点の位置は、1/10 秒前後に停留した点

を認識した点とした。注視点の解析は、２次元移

動計測ソフトを用いた。 

1.5 アンケート調査による心理評価 

アンケート調査 1 は先述した選定理由より、景

観８地点を選定し、回答者 50 人に見て回っても

らい、事前に用意したアンケート用紙に印象など

の評価をアンケートに記入してもらった。アンケ

ート調査票は、評定法を用いた。図２に選定した

学校内外の景観８地点の写真、表１に質問項目お

よび評価項目を示す。ここでは、この実景観を評

価したアンケートをアンケート調査１とする。 

次に、スクリーンに学校内外の８景観と公園や

一般道などの８景観、検定用の８景観をスクリー

ンに映したものを、先述した回答者 50 人にアン

ケート調査１と同様に表１を用いて、アンケート

調査を行った。このプロジェクターで投影した景

観を評価したアンケートをアンケート調査２と

する。 

２．調査結果 

2.1 視野角度別緑視率 

 視野角度別緑視率は、画面を図３のように景観

を視野角度の範囲に分け、各角度面積範囲におけ

る緑を升目計算法によって求めた。表２に学校内

外景観８地点の視野角度別の緑視率とその平均

を示す。この表２から地点景観の種類により視野

角度別の緑視率が異なることが分かる。また、視

野角度別の緑視率の平均から、視野角度 10°以

上の緑視率が少し大きくなっている。このことか

ら、景観の形状が、どのような場合も視野角度

10°以上の範囲に緑の配置があると言える。 

2.2 視野角度別の注視点 

被験者にアイマークレコーダを装着し、学校内

外の８景観写真をそれぞれ 30 秒間みてもらい、

動視野の特性について調べた。各視野角度別にし

た結果、画像の注視点が水平方向、垂直方向とも

に、画面中央付近に分布した。特に、視野角度が

小さいほど頻度が大きくなった。これは、被験者

の注目が、景観の画面中央付近に集中していると

考えられる。 

2.3 各アンケート調査結果 

各アンケートによる学校内外８景観の評価は、

各評価項目とも評点の平均値を中心に頻度が高

く、正規性が認められる分布である。この結果か

ら、全緑視率の値の高かい地点 6 では、「環境」、

「景観」、「緑の量」の評価の順位は高いが、「オ

ープンさ」では、普通であった。地点 3 では評価

項目全てにおいて順位は、「普通」か「若干悪い」

となった。すなわち、緑視率が多くても、必ずし

も評価が良くはない結果を示した。一方、全緑視

率の低い地点 7 では、評価項目全てにおいて低い

が、地点 5 は、「環境」、「景観」、「緑の量」は低

いものの、「オープンさ」は比較的良い評価の順

位であった。これらのことから、全緑視率だけで

は、アンケート評価に対する説明ができない。 

次に、アンケート調査２の結果は、アンケート

調査１と比べて若干、プロジェクターの方が平均

値は低くなったが、ほとんど同様の順位結果とな

った。このことより、学校内外の８景観において

実際に見た景観とプロジェクターで映した景観

の評価の違いは、プロジェクターでよる評価では、

評価の平均は低いが、この傾向の差異はほとんど

無いと考えられる。よって、各アンケート結果か

ら、本研究では、各視野角度別に検討した。 

３．評価方法の検討 

 視野角度別の緑視率と注視点数の相関性は、静

視野での視野角度 0°～5°で相関係数が 0.85、

5°～10°では 0.59 となり、視野角度 10°以上

では負の相関もしくは相関がないという結果を

示した。すなわち、10°以上では緑に対する認識

の悪い傾向がある。 

次に、全緑視率とアンケート調査１では、「環

境」、「緑の量」は相関係数が 0.67だが、「景観」

は 0.57、「オープンさ」は 0.16 だった。これよ



り、「環境」、「緑の量」では緑視率がアンケート

調査１に強く影響しているが、「景観」ではそれ

ほど影響はなく、「オープンさ」では緑の量が影

響しないといえる。これは、アンケート調査２で

もほぼ同様の結果となった。 

さらに、各視野角別緑視率とアンケート調査１

との相関係数は、「環境」、「緑の量」ともにどの

視野角度も 0.6～0.7あったが、「景観」では 20°

～30°以外は相関係数が 0.6 以下であり、「オー

プンさ」は無相関だった。なお、アンケート調査

２では「環境」、「緑の量」については、同様の結

果となったが、「景観」、「オープンさ」について

は、アンケート調査１より相関性が無かった。 

これらの結果をふまえ、次に各アンケート調査

の評価と各視野角別緑視率との重回帰分析結果

を以下に示す。0°～5°と 10°～20°以外は多

重共線性が認められたので、変数選択を行い、視

野角 0°～5°と 10°～20°に変数をまとめた 

結果、重相関係数が有意水準 5％をほぼ上回っ

たので、重回帰式の設定は妥当であるといえる。

よって、この重回帰係数から景観評価の予測値を

出すことが可能であるといえる。また、アンケー

ト調査１と２は、ほぼ同様の結果となった。 

そこで、アンケート調査２の重回帰結果から、

検定用に選出した８景観の各視野角別緑視率を

代入した結果、重回帰式で算出した評価とアンケ

ート調査２の評価との相関性が非常に高かった

ため、この重回帰式は実際と整合性がとれたと考

えられる。 

４．まとめ 

これらの結果から、以下のことが言える。 

1)アイマークレコーダの視線追従試験結果か

ら、被験者の画像の認識は、画面中央の注目度が

高いので、中央付近における緑の量は各評価に大

きく影響を与える。 

2)各アンケート調査と各視野角度別の緑視率

との相関分析結果より、「環境」、「緑の量」では、

各視野角度とも相関性は、ほぼあるが、「景観」

では相関性は若干、ある程度であり、また、「オ

ープンさ」については、ほとんどない。 

3)各視野角度別の緑視率とアンケート調査２

との重回帰分析より、変数選択を行った事より有

意水準に問題はない。この重回帰係数から重回帰

式を用いて、検定用に選出した８景観の各視野角

別緑視率を代入した結果、高い相関性だった為、

この重回帰式は実際と整合性がとれたといえる。 

以上の結果から、0°～5°および 10°～20°

の視野角度による緑視率から評価を求めれば、難

しいとされる人間の感覚にある一定の数値化を

図れることができるといえ、本研究の視知覚特性

を取り入れた緑化景観方法は有効であるといえ

る。 
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