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街路や広場などの歩行空間については、これまでにも魅力を高めるための整備が多く行われ

てきたが、結果的に効果的でないものも見られる。これには、どのような整備が真の歩行空間

の魅力向上につながるのかについて知見が十分に確立されていなかったことにも一因があると

考えられる。そこで、実在の歩行空間の写真等を用いたSD法に基づく被験者実験から、「歩行

空間の印象」と「歩行空間の魅力」との関係に関する分析を行い、これをもとに魅力的な歩行

空間の要件について考察を行った。この結果から、歩行空間の魅力には「自然的な･緑豊かな」

「つつまれた」「開放的な」の各印象が寄与していることを明らかにした。 
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1.   研究の背景と目的 

地域の魅力向上のため、以前より街路や広場など歩行

空間の景観整備が広く行われてきた。近年でも、観光振

興や中心市街地活性化が喫緊の課題とされる中、社会資

本整備総合交付金などの支援を得て、そのような歩行空

間の整備に取り組む自治体は少なくない。 

しかしながら、回遊性の向上や賑わいの創出、地域の

魅力向上といった観点からは、結果的に効果的でない整

備も見られる。これには、景観に関する適切な知見を有

する技術者をうまく登用できていないことに一因がある

との指摘もあるが 1 ) 、一方で、そのような景観に関する

知見が十分に蓄積され、普及されていないことも要因の

一つにあると考えられる。 

そこで本研究所では、そのような回遊性の向上や賑わ

いの創出といった課題に寄与するべく、道路や広場など

の歩行空間を対象に、その景観面からの設計技術の向上

に向けた研究に取り組んできた。 

本論文は、この研究の一環として実施した、歩行空間

の魅力とその要因に関する一連の実験と分析の結果を抜

粋して報告するものである。 

 

2.   研究の方法 

多数の被験者に歩行空間の写真を提示してその選好を

聞けば、どのような歩行空間が好まれるのかを統計的に

把握することができる。その際、被験者に単純な選好だ

けでなくその歩行空間の印象もあわせて聞けば、SD法

による因子分析・回帰分析等を通じ、それらの選好に影

響を及ぼした要因も明らかにすることが可能となる。 

本研究ではこのような考えのもと、様々な歩行空間の

写真を被験者に提示して印象評価実験を行い（写真-1、

図-1）、その結果から魅力的な歩行空間の要件を明らか

にすべく分析を行った。 

なお、これらの被験者実験は、写真の提示内容や設問

を変更しつつ複数年にわたって実施しており、本論文で

示す分析や結果は、これらの実験結果を適宜抜粋して実

施したものである。詳しくは都度後述する。 

 

3.   過年度報告の分析結果と本報告の関係 

筆者らは以前に、この研究に関連して「歩行空間の魅

力向上からみた設計技術の課題と効果的な設計技術の開

 

 

写真-1 被験者実験の実施状況の一例 
 

図-1 被験者に提示した設問とその回答結果の一例 
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発に向けた調査結果について」と題する既報 2 ) を発表し

ている。そこでは、札幌都心部の実在の歩行空間（地上

及び地下）の写真とそのフォトモンタージュ、計32枚を

被験者に提示して行った実験結果から、次のことを指摘

した。すなわち、札幌都心部のような都市的な歩行空間

を想定した場合、利用者評価の高い歩行空間は地上・地

下ともに「開放的な」歩行空間と考えられ、加えて、地

上の歩行空間では「自然的な」印象の空間、地下の歩行

空間では華やかで陰鬱な印象のない空間が期待されてい

ると考えられる。 

本稿は、これらを踏まえ、このような歩行空間の印象

と歩行空間の魅力との関係についてより広範な調査分析

を行い、これをもとに「魅力的な歩行空間の要件」につ

いて分析と考察を行ったものである。 

本稿では以下の順で調査分析の結果を報告する。 

まず、歩行空間の印象と魅力の関係について全般的な

傾向を把握するため、多数の写真、多数の評価形容詞を

用いた分析を行った（4.章で詳述：分析A）。次に、分

析Aの結果の一般性・汎用性を確認するため、歩行空間

のタイプ別の分析を行い、分析Aの結果の一般性・汎用

性を確認した（5.章：分析B）。 

一方で、これらの分析で得られた歩行空間の印象と魅

力の関係性では、実在の歩行空間のいくつかをうまく評

価・解釈できないと見込まれたため（6.章(1)：考察）、

追加の実験と分析を行った上で（6.章(2)～(4)：分析C及

びD）、これらの結果から「魅力的な歩行空間の要件」

について検討を行った（7.章）。 

 

4.   分析A：全般的な傾向に関する分析 

(1)  分析の趣旨と概要 

本分析は、歩行空間の印象と魅力の関係に関する全般

的な傾向の把握のために行ったものである。基本的には、

先述の前稿 2 ) で札幌都心部の歩行空間の写真のみを用い

て行っていた実験および分析を、より多くのバリエーシ

ョンの歩行空間の写真を用いて行ったものである。 

被験者実験については、写真-2に示す49枚の写真を提

示し、表-1に示す10組の評価形容詞対についてその印象

を尋ねた。その他実験概要は表-2に示した通りである。 

 

(2)  因子分析 

まず、実験で提示した上述の10組の評価形容詞対から、

「好きな－嫌いな」を除いた9組の評価形容詞対に対す

る評価結果（写真ごとの評価平均値、49サンプル（写真

49枚分））を用いて、因子分析を行った。この分析から

は、歩行空間が利用者からどのような見方で評価されて

いるのかを把握することが出来ると考えられる。 

この因子分析の結果が、表-3である。 

これによると次の5の因子が抽出され、順に、①自然

的な･安らぐ、②親しみある･まとまりある、③開放的な、

④彩り豊かな･賑やかな、⑤素朴な･伝統的な、の各評価

に関連する評価因子であった。 

 

歩⾏空間の周辺環境分類a (公園・緑地) 

 

歩⾏空間の周辺環境分類b (低層市街地・住宅街) 

 

歩⾏空間の周辺環境分類c (低密市街地・郊外) 

 

歩⾏空間の周辺環境分類d (中⾼層市街地) 

 

写真-2    分析A及びB使用写真一覧（歩行空間の環境分類別）

表-1  分析A及びBで用いた評価形容詞対の一覧 
 

1 素朴な < > 洗練された 6 安らぐ < > わくわくする
2 伝統的な < > 先進的な 7 落ち着いた < > 彩り豊かな
3 静かな < > 賑やかな 8 親しみある < > ⾵格ある
4 多様な < > まとまりある 9 ⾃然的な < > ⼈⼯的な
5 開放的な < > 囲まれ感のある 10 好きな < > 嫌いな

 

表-2  分析A及びBにかかる被験者実験の概要 
 

調査時期　 : H26年1⽉〜2⽉ に、3回に分けて実施

提⽰写真　 : 写真-2に⽰した49枚
及びそのフォトモンタージュ、計266枚を
3分割して、各回90枚程度を提⽰。

評価形容詞対　 : 表-1の10組
及び本分析には⽤いない2組、計12組

サンプル数 (被験者数) : 各回30名
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(3)  回帰分析 

次に、これら5評価因子に対する因子得点を説明変数

とし（写真ごとの表-3の5評価因子に対する因子得点、

49サンプル（写真49枚分））、「好きな－嫌いな」の評

価平均値を目的変数とする重回帰分析を行った。この分

析からは、歩行空間の「好きな」の評価につながる評価

因子を明らかにできると考えられる。 

結果が表-4である。これによると、「好きな」の評価

は、「開放的な」に関する因子③に も強く影響を受け、

「自然的な・安らぐ」に関する因子①にも影響を受ける

一方、その他の因子にはあまり大きな影響を受けないこ

とがわかった。 

 

(4)   分析結果の既報との比較 

既報 2 ) では、分析Aで除外した「好きな－嫌いな」の

評価も含めて因子分析を行っていたため単純な比較はで

きないが、「好きな」に「開放的な」と「自然的な」の

評価が寄与し、その他の評価因子として、「素朴な・伝

統的な－洗練された・先進的な」の評価因子が存在する

という点は一致している。 

また、今回の分析で抽出された因子②「親しみある・

まとまりある」と、因子④「彩り豊かな・賑やかな」は、

既報で抽出された「多様な・賑やかな・彩り豊かな」の

因子が2つに区分されて抽出されたものと考えられ、こ

の点にも十分な類似性があるといえる。 

 

5.   分析B：歩行空間の周辺環境タイプ別の分析 

(1)  分析の趣旨と概要 

4.章で明らかとなった歩行空間の評価因子およびそれ

らの評価と魅力の関係については、しかしながら様々な

性格や性質のバリエーションが存在する歩行空間を一般

的に評価できるものとは限らない。 

そこで、4.章の分析を、歩行空間の周辺環境のタイプ

別に行い、結果を比較することで、4.章で明らかとなっ

た歩行空間の評価因子およびそれらと歩行空間の魅力と

の関係の一般性・汎用性について考察を行った。この際、

周辺環境の分類については、 低限のサンプル数を確保

するためにも極端な細分化は避けることとし、写真-2に

も記載した、「 a. 公園･緑地」「 b. 低層市街地･住宅地」

「 c. 低密市街地･郊外」「 d. 中高層市街地」の4分類で分

析を実施した。 

 

(2)  因子分析 

この周辺環境4分類別の因子分析結果を表-5に示す。

なお、表-5における評価形容詞対の並び（行方向）及び

抽出された因子の並び（列方向）については、4.章の分

析結果及び歩行空間の周辺環境別の分析結果の比較に都

合のよいよう、適宜並び替えを行った上で示した。 

表-5の結果からは、いずれの周辺環境の分類でも「開

放的な」が独立した因子として抽出され、これは表-3の

結果と一致する。 

一方で、「自然的な・安らぐ」に関する因子の現れ方

には、周辺環境別に差異がみられる。すなわち、分類b

のように独立した因子として抽出されるケース、分類c

のように「自然的な」と「安らぐ」が別の因子として抽

 
表-3   分析Aの因子分析結果 

因⼦① 因⼦② 因⼦③ 因⼦④ 因⼦⑤
落ち着いた ⇔ 彩り豊かな 0.155 0.180 0.405 -0.768 0.171
多様な ⇔ まとまりある 0.028 -0.669 0.075 0.183 -0.041
開放的な ⇔ 囲まれ感のある 0.150 -0.022 0.739 -0.224 0.152
安らぐ ⇔ わくわくする 0.698 0.241 0.076 -0.507 0.179
静かな ⇔ 賑やかな 0.376 0.076 0.133 -0.814 0.176
親しみある ⇔ ⾵格ある 0.427 0.796 0.192 0.088 0.367
⾃然的な ⇔ ⼈⼯的な 0.740 0.019 0.309 -0.335 0.346
素朴な ⇔ 洗練された 0.112 0.028 0.385 -0.372 0.724
伝統的な ⇔ 先進的な 0.334 0.337 0.036 -0.085 0.751
寄与率 0.170 0.144 0.114 0.207 0.162

 
表-4   分析Aの回帰分析結果 

 

係数 標準誤差 t P-値

切⽚ 0.081 0.037 2.182 0.035

因⼦①：⾃然的な・安らぐ 0.119 0.042 2.847 0.007

因⼦②：親しみある・まとまりある -0.035 0.039 -0.896 0.375

因⼦③：開放的な 0.345 0.046 7.554 0.000

因⼦④：賑やかな・彩り豊かな -0.067 0.041 -1.660 0.104

因⼦⑤：伝統的な・素朴な 0.045 0.043 1.042 0.303

 

表-5    分析B：周辺環境分類別の因子分析結果 
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出されるケース、分類a及びdのように「賑やかな・彩り

豊かな」の因子と区分されずに抽出されるケースである。 

これは次のように解釈できる。「安らぐ－わくわくす

る」の評価は、表-3の因子分析結果でも因子④の寄与量

が少なくないことから、元来、因子①および因子④の双

方に影響される評価形容詞である。この「安らぐ－わく

わくする」を仲立ちとして、分類a及びdでは因子①と因

子④が結合した形で抽出された一方、分類b及びcでは表

-3の結果と同様、これらが区分されて抽出された。 

他方、表-3の因子②については、歩行空間の周辺環境

分類ごとに現れ方がまちまちである。特に「多様な－ま

とまりある」の評価形容詞は、表-3の因子分析結果から

も複数の因子との関連が示唆される「親しみある－風格

ある」との共通の因子に因っており、表-5からもその現

れ方は一定していない。 

なお、以下は本論文における分析の主眼に直接関連す

るものではないが、周辺環境分類aの因子1は、自然的

で・伝統的で・親しみある造園的な公園緑地空間のあり

方と、人工的で・先進的で・風格ある都市的な公園緑地

空間のあり方とが存在することを示していると考えられ

る。 

 

(3)  回帰分析 

以上により、表-3の因子分析結果が、一部を除き、比

較的一般性の高いものであることが明らかになった。そ

こで、この分析Aの因子分析結果（表-3）及びこれに対

する因子得点を用いて、改めて先の周辺環境分類別に、

「好きな」を目的変数とした回帰分析を行った。これは

すなわち、4.章(3)節の回帰分析（表-4）を写真-2の周辺

環境のタイプ別に行ったことになる。 

結果が表-6である。P-値の値からも、サンプル数が十

分でないという問題はありながら、多くのケースで因子

①（自然的な・安らぐ）と、因子③（開放的な）が歩行

空間の魅力に寄与していることが読み取れる。 

 

6.   分析結果の考察と追加の実験及び分析 

(1)   以上の分析結果のまとめと考察 

以上の分析から明らかになったことをまとめると以下

のとおりである。 

・多くの歩行空間に共通して、歩行空間の魅力に強く影

響する評価因子として、「開放的な」と「自然的な･

安らぐ」の2つが存在する。 

・一方、歩行空間の魅力には必ずしも影響しないが、多

くの歩行空間に共通する評価因子として、「静かな･

落ち着いた－賑やかな･彩り豊かな」や「伝統的な･素

朴な－先進的な･洗練された」が存在する。 

これを実際の歩行空間の評価に適用してみれば、例え

ば「自然的な・安らぐ」印象の歩行空間は、歩行空間自

体の魅力が散策の動機となり得るが、「人工的な・わく

わくする」ような歩行空間、無機質・人工的一辺倒の歩

行空間では難しく、そのような場所では歩行空間そのも

の魅力ではなく、沿道の諸施設やそこで営まれる人間活

動が人を惹きつける要因になっている、と解釈できる。 

一方で、上述の歩行空間の印象と魅力との関係に基づ

いて実在の歩行空間のいくつかを眺めてみると、例えば

以下のようないくつかの疑問が生じる。 

・「自然的」で「開放的」な空間が好まれるとのことだ

が、日本やヨーロッパの路地裏のような、人工的でか

つ開放的でもない歩行空間が評価を得ている例はどの

ように考えるべきだろうか。 

・ヒューマンスケールの歩行空間ということがよく言わ

れるが 3 ) 、「開放的」一辺倒ではこれにあたらないの

ではないか。例えば " 茫漠 " という言葉があるが、行

き過ぎた「開放感」、拠り所のない、途方もない感じ

は好まれないのではないか。 

・歩行空間の魅力の因子として「自然的な」があるとの

ことだが、評価の高い歩行空間には丸の内仲通り（東

京都千代田区）や北三条通（札幌市）のように「人工

的で」「緑豊かな」空間が存在する。「自然的な」と

は純粋に自然に近い状態を指すのか、それとも緑の存

在のことを指すのか、いずれであろうか。 

 

(2)   分析結果を踏まえた追加の実験及び分析の概要 

そこで行ったのが表-7の被験者実験と、それに基づく

後述の分析C及びDである。用いた評価形容詞対は表-8

に示した7組で、分析A及びBの結果をもとに、(1)節の考

察結果も踏まえ、負の開放感にあたる「さらされた」と

正の閉塞感にあたる「つつまれた」の組と、「緑豊かな

表-6    分析B：周辺環境分類別の回帰分析結果 
 

周辺環境分類a 周辺環境分類b 周辺環境分類c 周辺環境分類d
(公園・緑地) N=8 (低層市街地・住宅地) N=14 (低密市街地・郊外) N=16 (中⾼層市街地) N=11

係数 P-値 係数 P-値 係数 P-値 係数 P-値

切⽚ 0.648 0.100 -0.158 0.041 0.005 0.938 -0.123 0.716

因⼦①：⾃然的な・安らぐ 0.172 0.298 0.125 0.143 0.181 0.136 -0.061 0.862

因⼦②：親しみある・まとまりある -0.188 0.425 0.055 0.432 -0.082 0.277 0.003 0.990

因⼦③：開放的な -0.045 0.871 0.199 0.022 0.325 0.003 0.196 0.341

因⼦④：賑やかな・彩り豊かな -0.028 0.876 -0.193 0.049 -0.077 0.324 0.068 0.486

因⼦⑤：伝統的な・素朴な 0.076 0.736 0.049 0.359 0.050 0.563 -0.024 0.858  
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－緑に乏しい」の組を追加した。 

用いた写真は、写真-3および写真-4に示したとおりで、

写真-3では開放的でも自然的でもない路地やモール状の

空間を集めた。写真-4では、一般的な街路や公園の写真

を、以前の実験で用いたものも含めて偏りのないように

集めた。 

分析は写真-3の写真群と写真-4の写真群で別に行った。

以降、これらをそれぞれ分析C、分析Dと書く。 

 

(3)  分析C  

写真-3の12枚の写真群に対する分析（分析C）の結果

が、表-9および表-10である。 

「つつまれた」と「囲まれ感のある（－開放的な）」

が同一の因子1となり、ここには「自然的な」や「まと

まりある」も少なからず寄与している（表-9）。一方、

追加した「緑豊かな」は、「自然的な」とは別の因子に

よるものと解析され、回帰分析の結果（表-10）からは、

「緑の豊かさ」すなわち緑の総量よりも、「自然的」で

あるかどうか、「人工的な」印象が軽減できているかど

うかがより評価されていると示唆される。 

また、残るひとつの因子は、「洗練された・まとまり

ある」となり（表-9）、回帰分析の結果からは「好き

な」への寄与が一番大きい結果となった（表-10）。 

 

(4)   分析D 

一方、写真-4の写真群に対する分析（分析D）の結果

が、表-11～13である。この結果では、分析Cの結果と

異なり、「緑豊かな」と「自然的な」は共通の因子とな

った（表-11）。また、各評価形容詞対に対する評価得

点ごとの回帰分析結果（表-13）からは、「自然的な」

よりも「緑豊かな」のほうが「好きな」への寄与が大き

いという結果になった。 

この結果を、同様の歩行空間のバリエーションを対象

として実施した分析Aの結果や、先の分析Cの結果と照

らし合わせると、分析Aで因子①として抽出された「自

然的な・安らぐ」とは、(1)節で示した疑念のように、

「自然の環境－人為の環境」という意味での「自然的な

－人工的な」ではなく、植栽等によって人工的な印象の

軽減された環境という意味を持ち合わせるものであった

と考えられる。 

他方、「開放的な」については、表-13の各評価形容

詞対に対する評価得点ごとの回帰分析結果からは、引き

続き「好きな」への寄与が確認されるが、一方で、表-

11及び表-12の結果からは、分析Cの結果同様、「つつ

まれた」印象の形成が前提であると判断される。 

表-9 分析Cの因子分析結果 
 

周辺環境分類e (モール・路地) N=12

因⼦1 因⼦2 因⼦3 因⼦4
⾃然的な ⇔ ⼈⼯的な 0.544 -0.098 0.334 0.748
まとまりある ⇔ ばらばらな 0.407 0.748 0.104 0.450
つつまれた ⇔ さらされた 0.799 0.384 0.312 0.284
緑豊かな ⇔ 緑に乏しい 0.361 0.306 0.716 0.231
開放的な ⇔ 囲まれ感のある -0.876 -0.135 -0.238 -0.263
洗練された ⇔ 素朴な 0.080 0.953 0.225 -0.168
寄与率 0.334 0.290 0.140 0.166  

 
表-10 分析Cの回帰分析結果 

 

係数 標準誤差 t P-値

切⽚ 0.146 0.048 3.058 0.018

因⼦1: つつまれた・囲まれ感のある 0.358 0.051 6.987 0.000

因⼦2: 洗練された・まとまりある 0.413 0.051 8.139 0.000

因⼦3: 緑豊かな 0.180 0.055 3.239 0.014

因⼦4: ⾃然的な 0.342 0.053 6.454 0.000

 

歩⾏空間の周辺環境分類e (モール・路地) 

 

写真-3   分析C使用写真一覧 

 

 

 

写真-4   分析D使用写真一覧 

表-7  分析C及びDにかかる被験者実験の概要 
 

調査時期　 : H27年2⽉

提⽰写真　 : 写真-3に⽰した12枚 と 写真-4の22枚
及びそのフォトモンタージュ、計80枚

評価形容詞対　 : 表-7の7組

サンプル数 (被験者数) : 20名
 

 

表-8  分析C及びDで用いた評価形容詞対の一覧 
 

1 ⼈⼯的な < > ⾃然的な 5 囲まれ感のある < > 開放的な
2 まとまりある < > ばらばらな 6 洗練された < > 素朴な
3 さらされた < > つつまれた 7 好きな < > 嫌いな
4 緑豊かな < > 緑に乏しい
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残るひとつの因子は、先の分析Cの結果と同様、「洗

練された・まとまりある」となったが、評価形容詞対ご

との回帰分析結果（表-13）からは、「洗練された」の

歩行空間の魅力への寄与は、明確でない。 

 

7.   分析結果のまとめと考察 

以上の分析から明らかになったことをまとめると以下

のとおりである。 

・歩行空間の魅力に寄与する歩行空間の印象としては、

第一に「自然的な・緑豊かな」がある。緑の適切な導

入などにより、人工的な印象の軽減に努めていくこと

が重要である。･･･ 分析A～D 

・歩行空間の魅力に寄与する歩行空間の印象として、次

に「つつまれた」がある。「さらされた」印象を与え

る、拠り所のないような空間は避けねばならな

い。･･･ 分析C・D 

・また、上述の「つつまれた」印象の確保が前提となる

が、「つつまれた」印象を損ねない範囲での「開放的

な」印象の向上は、歩行空間の魅力向上に大きく寄与

する。･･･ 分析A・B・D 

・一方、歩行空間の魅力には必ずしも影響しないが、多

くの歩行空間に共通する評価因子として、「静かな・

落ち着いた－賑やかな・彩り豊かな」や「伝統的な・

素朴な－先進的な・洗練された」が存在する。･･･ 分

析A・B 

これらのことから、歩行空間の魅力向上にあたっては、

「自然的･緑豊か」で「つつまれた」かつ「開放的」な

空間を目指すことが有効で、逆に言えば、「人工的」な

印象、「さらされた」印象、「囲まれた」印象の軽減を

図っていくことが有効と考えられる。 

これを踏まえると、例えば、「自然的」で「つつまれ

た」印象の林内の遊歩道のような空間であっても、下草

や下枝の管理により見通しを確保し、「開放的な」印象

の形成に努めていくことが有効であると示唆されるし、

また、例えば中心市街地において電線類地中化などによ

り景観阻害要素の整理を図った場合でも、これは「開放

感」にしか寄与しないため、「人工的な」印象の軽減、

「さらされた」印象の軽減もあわせて考慮しなければ、

歩行区間の魅力向上は十分に達成されないことが示唆さ

れる。 

なお、分析C及びDでは、「まとまりある」印象も歩

行空間の魅力向上に寄与するとの結果であったが、より

多くのサンプル、より多くの評価形容詞対で実施した分

析A及びBの結果では、歩行空間の魅力には必ずしも寄

与しないとの結果となっている。沿道建物の意匠の統一

など、まとまり感の創出は歩行空間の魅力に寄与するケ

ースも少なくないと考えられるが、分析A及びBの結果

を尊重し、先の3つの印象よりも優先度が多少なり劣る

ものと判断することとした。 

 

8.   まとめ 

本研究では、実在の歩行空間の写真及びそのフォトモ

ンタージュを用いたSD法の概念に基づく被験者実験か

ら、「歩行空間の印象」と「歩行空間の魅力」の関係に

ついて分析を行い、魅力的な歩行空間の要件について分

析を行ってきた。結果から、「自然的な」「つつまれ

た」「開放的な」の3つの印象の改善が、歩行空間の魅

力向上に有効であることを導き出した。 

今後、本研究の成果が適切に活用され、全国の歩行空

間の魅力向上につながっていくことを期待している。

近々、本研究の成果を活用した歩行空間の評価・設計技

術について、解説書を公開する予定である。 
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表-11 分析Dの因子分析結果 

 

因⼦1 因⼦2 因⼦3
⾃然的な ⇔ ⼈⼯的な 0.149 0.189 0.937
まとまりある ⇔ ばらばらな 0.117 -0.917 0.046
つつまれた ⇔ さらされた 0.841 -0.336 0.347
緑豊かな ⇔ 緑に乏しい 0.497 -0.460 0.607
開放的な ⇔ 囲まれ感のある -0.972 0.069 -0.083
洗練された ⇔ 素朴な 0.213 -0.965 -0.146
寄与率 0.330 0.356 0.233  

 
表-12 分析Dの回帰分析結果 

 

係数 標準誤差 t P-値

切⽚ -0.047 0.042 -1.115 0.280

因⼦1: つつまれた・囲まれ感のある 0.171 0.044 3.921 0.001

因⼦2: 洗練された・まとまりある 0.296 0.043 -6.897 0.000

因⼦3: ⾃然的な・緑豊かな 0.275 0.044 6.206 0.000

 
表-13 分析Dの評価形容詞対ごとの回帰分析結果 

 

係数 標準誤差 t P-値

切⽚ 0.012 0.157 0.078 0.939
⾃然的な ⇔ ⼈⼯的な 0.080 0.192 0.419 0.681
まとまりある ⇔ ばらばらな 0.473 0.179 2.645 0.018
つつまれた ⇔ さらされた 0.653 0.262 2.490 0.025
緑豊かな ⇔ 緑に乏しい 0.182 0.103 1.769 0.097
開放的な ⇔ 囲まれ感のある 0.386 0.203 1.904 0.076
洗練された ⇔ 素朴な -0.168 0.232 -0.725 0.479  

 


