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１．はじめに

　国土交通省では、平成15年７月の「美しい国づくり
政策大綱」以降、公共事業における景観配慮を適切に
進めるための施策整備が進められている。しかしなが
ら、平成24年の「美しい国づくり政策大綱　政策レビ
ュー」にて、「都道府県や大規模市においては、景観
配慮の取組みの一般化が進んでいる一方、中小規模の
市町村での普及が課題となっている」、「事業における
景観形成の原則化の意義や景観要素が位置付けられた
技術基準等の周知を行うことにより、景観形成の原則
化が進むよう取り組んでいくことが必要である」など
と指摘されている１）ように、景観検討や景観配慮の実
施に際しての技術的支援は未だ十分ではない。
　他方、地域では観光振興や中心市街地活性化が喫緊
の課題とされ、市街地の回遊性の向上や賑わいの創出
が求められている。
　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、その設計技術の向上に向け
た研究に取り組んできた。
　この研究に関連しては、以前に「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
ており、そこでは歩行空間の魅力とその因子に関する
分析の結果から、以下のことを指摘した。

・札幌の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」歩行空間である。
・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。
・このような歩行空間の「印象評価構造」すなわち、
歩行空間の印象と魅力との関係を把握することで、
歩行空間の改良が歩行空間の魅力に与える影響を、
その印象の変化を仲立ちとして分析することができ

るようになる。
・しかしながら、これらの歩行空間の「印象評価構造」
は、札幌の都心部のいくつかの歩行空間の事例写真
から導き出したものであることから、郊外部や田園
の景観に適用できるかなど、その汎用性については
さらなる調査・検証が必要であると考えられる。

　本稿ではこれらを踏まえ、歩行空間の「印象評価構
造」についてより広範な調査分析を行い、より多くの
歩行空間に適用できると考えられる歩行空間の印象評
価構造モデルについて調査と分析を行ったので、その
結果を報告する。

２．研究の目的と調査の位置づけ

　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出来る。その際、写真の一部のみ
を改変したフォトモンタージュを用いれば（図－１）、
前後間比較により、その改変した要素が歩行空間の魅

図－１　本研究で用いたフォトモンタージュの一例
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力に与えた影響を把握することができる。
　さらに、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
にすることができると考えられる。
　本研究では、このような考えのもと、様々な歩行空
間の写真とそのフォトモンタージュを被験者に提示し
て印象評価実験を行い、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。

３．被験者実験の概要

　本研究所では、これまでに100枚ほどの写真をベー
スとする、フォトモンタージュ含む総計500枚ほどの
歩行空間の写真を用いて、一連の被験者実験を実施し
てきた（図－１、写真－１）。
　その一覧と概要は表－１および表－２に示したとお
りである。各実験グループで、施したフォトモンター
ジュの内容（図－１、表－１）や、回答を求めた評価形

表－１　筆者らが実施した一連の歩行空間に関する被験者実験の一覧

図－２　被験者による回答結果の一例

写真－１　被験者実験の実施状況の一例

表－２　一連の被験者実験に用いた評価形容詞の一覧
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容詞対（表－２）、写真の提示・評価方法にはいくつか
の差異がある。これらの結果を用いて行った分析の一
部がつぎの４章である。
　なお、筆者らが既報２）で報告した実験及び分析は、
表－１の一連の被験者実験のうちのA群に該当する。

４．実験結果を用いた歩行空間の印象評価構造に関す

　　る分析

　本稿では以下の順で調査及び分析の結果を報告する。
　まず、歩行空間の基本的な印象評価構造の把握のた
め、多数の写真、多数の評価形容詞を用いた調査を行
い、結果を用いて分析を行った（４．１節で詳述：分
析（1））。次に、分析（1）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
（1）の結果の一般性・汎用性を確認した（４．３節：分
析（2））。
　一方で、得られた歩行空間の印象評価構造モデルで
は現実の歩行空間のいくつかをうまく評価できないと
考えられたため（４．４節：考察）、追加の実験と分析
を行い（４．５節：分析（3））、これらの結果を用いて、
印象評価構造モデルの再検討を行った（４．６節）。
　以降に、これらの分析と検討について詳述する。

４．１　分析（1）：歩行空間の印象評価構造

　表－１のD、E、F群のベース写真49枚（図－３）に
対する評価結果を用いて、因子分析と回帰分析で分析
を行った。この際に用いた評価形容詞は、表－２に示
すType3の12組である。
　まず、実験で提示した上述の12組の評価形容詞対か
ら、「好きな－嫌いな」と、「散歩したい－あえて通り
たいとは思わない」「安心できる－落ち着かない」の３
組を除いた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。
　なお、この分析において、「好きな－嫌いな」の評
価を除外したのは、歩行空間の魅力をあらわす評価形
容詞対であり、他の評価形容詞対とは独立して、後の
回帰分析の際の目的変数として扱うためである。他方、
「散歩したい－あえて通りたいとは思わない」「安心で
きる－落ち着かない」を除いたのは、これらが歩行空
間の形質そのものを示すものではなく、今回の分析で
目的とする「どのような形質の歩行空間を目指せば利

図－３　D､E､F 群使用写真一覧（歩行空間の環境分類

別）　　　　　　　　　　　　　　

用者に好まれるのか」の理解に寄与する評価形容詞で
はないためである。
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す。なお、表－５における評価形容詞対（行方向）及び
抽出された因子の並び（列方向）については、４．１節
の分析結果及び歩行空間の周辺環境別の比較に都合の
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。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
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。
　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。ただし分類 cでは、「安らぐ－わ
くわくする」の評価に対する因子①の寄与が少ないの
が特徴である。
　他方、表－３の因子②については、歩行空間の周辺

　この因子分析の結果が、表－３である。
　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。
　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に最も強く影響を
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。

４．２　分析（1）の結果の既報との比較

　既報２）では、分析（1）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」の評価に「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。

４．３　分析（2）：歩行空間の周辺環境別の分析

　４．１節で明らかとなった歩行空間の印象評価構造
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、４．１節の分析を、歩行空間の周辺環境の
タイプ別に行うことで、歩行空間の周辺環境と歩行空
間の印象評価構造の関係、ならびに４．１節で明らか
となった歩行空間の印象評価構造の一般性・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、最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、図－３にも掲載した、「公
園・緑地」「低層市街地・住宅地」「低密市街地・郊外」
「中高層市街地」の４分類で分析を実施した。
　この周辺環境４分類別の因子分析結果を表－５に示

表－３　分析（1）の因子分析結果

表－４　分析（1）の回帰分析結果
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４．４　以上の分析結果の考察

　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）」印象の歩行空間では、歩
行空間自体の魅力が散策の動機となり得ると考えられ
るが、「人工的な・（わくわくする）」ような歩行空間
では難しく、例えば都市の商店街のような無機質・人
工的一辺倒の歩行空間では、歩行空間そのものの魅力
ではなく沿道の諸施設等の魅力で人を惹きつけている
ものと考えられる。
　一方で、この歩行空間の評価構造に基づいて実際の

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からもその振る舞いは一定していない。
　なお、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。
　以上により、表－３及び表－４の評価因子構造が、
一部を除き、比較的一般性の高い評価構造であること
が明らかになった。そこで、分析（1）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、前節の回帰分析（表－４）
を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。

表－５　分析（2）：周辺環境分類別の因子分析結果

表－６　分析（2）：周辺環境分類別の回帰分析結果
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・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３条通のイチョウ並木（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。

４．５　分析（3）・（4）：その他の評価因子の模索

　そこで行ったのが表－１のG群の調査である。表－

２にType4と示した７組の評価形容詞対を用い、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」の組を追加している。また、「自然的な」
の意味するところを明らかとするため、別途「緑豊か
な－緑に乏しい」の組を追加している。
　用いた写真は、図－４および図－５に示したとおり
で、図－４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。図－５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。
　分析は図－４の写真群と図－５の写真群で別に行っ
た。以降、これらを分析（3）、分析（4）と書く。
　図－４の12枚の写真群に対する分析（分析（3））の結
果が、表－７および表－８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」も寄与している（表－７）。一方、追加した

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。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。

図－５　分析（4）使用写真一覧

図－４　分析（3）使用写真一覧

表－７　分析（3）の因子分析結果

表－８　分析（3）の回帰分析結果
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・さらに、「つつまれた」印象の確保が前提になるが、
「開放的な」印象の向上は、歩行空間の魅力向上に
寄与する。･･･ 分析（1）・（2）・（4）
・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（1）・（2）

　歩行空間の魅力向上にあたっては、「自然的」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
と明らかになった。
　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

「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－８）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－７）、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－８）。
　一方、図－５の写真群に対する分析（分析（4））の結
果が、表－９～ 11である。この結果では、分析（3）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－９）。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－11）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。
　これを、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（1）の結果や、先の分析（3）の結果と
照らし合わせると、分析（1）で因子①として抽出され
た「自然的な・安らぐ」とは、前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」だけでなく、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も持ち合わせる
ものであったと考えられる。
　他方、「開放的な」については、表－11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－９及び表－10の結果からは、分析（3）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。
　残るひとつの因子は、先の分析（3）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－11）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。

４．６　分析結果のまとめ

　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」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（1）～（4） 

・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（3）・（4）

表－９　分析（4）の因子分析結果

表－10　分析（4）の回帰分析結果

表－11　分析（4）の評価形容詞対ごとの回帰分析結果
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からは「シンプル」に際しても「つつまれた」印象の
創出が必要と示唆される。あるいは、中心市街地の活
性化などで「賑わいの創出」などのコンセプトが位置
づけられた場合でも、直接的に歩行空間のデザインで
賑わいの創出を目指すよりも、他の印象の改善を通じ
た歩行空間の魅力向上を図り、それによる集客の向上、
賑わいの創出に期待する取り組みが有効であると示唆
される。
　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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るし、また、例えば中心市街地において電線地中化な
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（3）及び（4）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（1）及び（2）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、統一感の演出は歩行空間の魅
力に寄与するケースも少なくないと考えられるが、先
の３つの印象よりも優先度が多少劣るものと判断し、
ここでは次点として扱うこととした。

５．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法の概念に基づく印象評価
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。
　これを用いれば、例えば、「道路のデザイン」４）や「景
観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」」５）な
どには、「シンプルな」「控えめな」といった景観配慮
のためのキーワードが多く登場するが、本研究の成果
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