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画像に映る雲や日光が景観評価結果に及ぼす影響
－景観予測・評価技術の提案に向けて－
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公共事業では、完成後の姿形や周囲景観との調和などを予め知り、設計に反映させること
（景観予測・評価）が重要となる。この景観予測・評価では、フォトモンタージュなどの画像
を用いることも多いことから、画像作成における留意点の提示が有効となる。主な作成要素に
は画角などの「構図」、画像に映る人物などの「点景」や雲や日光などの「天候」があり、こ
のうち、「天候」が景観評価結果に及ぼす影響についての知見は十分とはいえない。そこで本
稿では、「天候」に関する要素である、画像に映る雲量や陽射しの有無が景観評価結果に及ぼ
す影響とその程度について、印象評価実験により明らかにした。
キーワード：景観評価、画像、天候、SD法

1．研究及び本稿の概要

の「効果的な評価手法の提案」、③予測・評価結果の
適切な設計への反映の手順や手法などの「景観予測・

(1) 研究の概要

評価プロセスの提案」を行うこととしている。

公共事業において、より良いインフラをつくるた
めには景観検討は不可欠な作業であり、国土交通省の

(2) 本稿の概要

所管する公共事業においては原則すべての事業におい

本稿は、前述 1．(1)のうち、①「効果的な予測技術
の提案」に関して、写真やフォトモンタージュ（以下、
「評価サンプル」という。）の撮影・作成における配
慮事項を明らかにするための研究である。これらは、
公共事業の実施において計画・設計案の比較や施工前
後の比較など、景観や空間に与える影響を評価する際
に使用頻度が高いと考えられる。
この評価サンプルにおいてはその「構図」及び画
像に映る人物や車両などの「点景」や「天候」などの

て景観面からの検討（景観検討）を行うことが必要と
位置付けられている 1)。この景観検討では、事業完成
後の構造物等の姿形や周囲景観との調和などを予め知
り（景観予測）、その結果を適切に評価・判断して設
計に反映することが重要となる。しかし、これらの景
観検討の実施を支援する技術資料は十分でなく、担当
技術者の景観検討に対する経験が十分でない場合や、
景観に関する専門家等の参画がない場合など、十分な
景観検討体制の確保ができない事業においては、適切
な景観検討がなされない場合が多い。
評価を現場レベルで広く実現し、景観検討の運用を可
能とすることを目的とした景観予測・評価に関する技
術の提案等に関する研究を進めている。主な内容とし
ては、①写真、フォトモンタージュ（実写真を加工し
たもの）、CG、模型、BIM/CIM などの「効果的な予
測技術の提案」、②計量心理学的評価手法、議論など

評価サンプル

そこで、寒地土木研究所では、適切な景観予測・

①画⾓
構図 ②サイズ
③評価対象
物の位置 など
④⼈物
点景 ⑤⾞両
⑥樹⽊
など
⑦雲量
天候 ⑧陽射し
⑨空の⻘さ など
※⾚字が本稿の対象

評価サンプル例︓河川散策路
①画角：35mm ②サイズ：標準 ③位置：中央
④人物：無 ⑤車両:無 ⑥樹木：有
⑦雲量：5 ⑧陽射し：有 ⑨空の青さ：淡青色

図－1 評価に与える主な要素
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要素（図－1）が景観評価結果に影響を及ぼすといわ
れており 2)3)、本研究では公共事業の空間を対象とし
た印象評価実験結果を行い、主に「構図」や「点景」
の影響を把握してきたところである 4)5)。しかしなが
ら、「天候」の影響については、既往論文などによる
知見は十分とはいえない。例えば、自然や森林の多い
北海道の道路景観の空間に対して「雲量を変えた空の
色の影響」等を評価した研究 6)、自然や森林を写した
写真に対する「陽射しの影響」等を評価した研究 7)は
なされているが、公共事業で実施されるような、市街
地等の人工的な構造物の多い空間を対象とした知見は
十分とはいえない。
そこで本稿は、市街地景域における歩道等を対象
とした評価サンプルを用いて「天候」に関する要素で
ある、画像に映る雲（以下、「雲量」という。）や日
光（以下、「陽射しの有無」という。）が評価結果に
及ぼす影響を明らかにするものである。なお、これま
でに本研究で得られた「構図」と「点景」に関する知
見 4)5)を以下に参考として示す。
 映り込む要素が概ね変わらない場合、画角（視野角）
の影響は小さい。
 人物の映り込みにより評価は一般的に高くなるが、
人物の違いや多さにより低くなる場合がある
 自然景域では、車両などの映り込みにより、評価が
低くなる場合が多い。

に示す。
・仮説 1:空に映る雲量が増すと評価結果は低くなる
・仮説 2:空の青さの度合が増すと評価結果は高くなる
・仮説 3:対象空間に陽射しが有ると評価結果は高くなる
(2) 評価サンプル
評価サンプルの作成の流れを図－2に、評価サンプ
ルの一覧を図－3に示す。評価サンプルは、市街地景
域における3事業（道路・街路、広場及び河川）につ
いて、景観検討がなされる頻度が高い3つの対象（歩
道、広場、散策路）をふまえた5つの構図とした。こ
れらの5構図について、雲量:3分類（0､5､10）、陽射
し:2分類（有り､無し）、雲量:0における空の青さの度
合2分類（濃青色､淡青色）からなる要素を5つに変化
させ、合計24枚の評価サンプルを作成した。
評価サンプル作成の流れは、5構図における「陽射
し有り」及び「陽射し無し」を撮影し（画角:50mm程
度）、それらをベースに雲量や空の青さの度合を変化
させた画像を合成し、違和感のないように光量やコン
トラスト等を補正した。以下に詳細を記す。
・空の占有率は、都市部は25%程度（V字）、郊外部
は40%程度（水平）以上を確保するように設定した。
・緑の占有率は、河川散策路1においては「緑が多い
と感じる」といわれる8)下限25%程度に、河川散策
路2においては緑が空間の魅力を損ねないといわれ

2．印象評価実験の概要

る6)上限40%程度に設定した。他の構図は25%未満
に設定した。

(1) 実験の概要及び仮説

・雲量は雲の見かけの割合として、空が全て雲で覆わ

市街地景域における画像に映る雲量や陽射しの有

れたときを「雲量:10」、半分程度覆われたときを

無が景観評価結果に及ぼす影響とその程度を明らかに
することを目的として、それらの要素を変えた評価サ

「雲量:5」、雲が全く無いときを「雲量:0」とした。
・陽射しの有無は、街路樹や建物などの陰影が映らな

ンプルを作成し、Web による印象評価実験を行った。

い状況を「陽射し無し」とした。

実験概要を表－1 に、本実験にあたっての仮説を以下
表－1 実験概要
実 施 ⽇
実験⽅法

評
価
サンプル

評価⼿法
評価項⽬
評価段階
被験者数

令和 2 年 10 ⽉ 17 ⽇〜19 ⽇
Web による印象評価実験
【景域】︓市街地景域
【構図】︓道路・街路、広場、河川における５構図
①都市部歩道 ②郊外部歩道 ③広場
④河川散策路 1 ⑤河川散策路 2
【要素】︓雲量（0,5,10）、陽射し（有り、無し）
雲量:０における空の⻘さ（濃⻘⾊、淡⻘⾊）
【枚数】︓上記構図と要素をふまえた 24 枚
SD 法に準じた評価（⼀枚ずつサンプルを評価）
①調和感 ②⼼地よさ ③緑の豊かさ（河川）または
開放感（河川以外）④魅⼒
「かなりあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」 の
正負 6 段階（「どちらでもない」を除く）
120 名（⼟⽊技術者 60 名、⼀般者 60 名）
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（陽射し有り）

撮影

（陽射し無し）

画像加⼯

※加⼯には電線類、
⼈物等の削除を含む

画像加⼯

（濃⻘⾊）

【Ａ】

（雲量:0） （雲量:5）

【Ｂ】

【Ｃ】

（雲量:5） （雲量:10）

【Ｄ】

【Ｅ】

図－2 評価サンプル作成の流れ（例：都市部歩道）
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図－3 評価サンプルの一覧 ※注：表内の矢印は有意差検定のペアを表し、このうち、赤矢印は有意差が生じたペア

・空の青さの度合いは、撮影写真の空の青色（彩度:5
程度）を「淡青色」、彩度を増加させた青色（彩

６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ←評価段階に対する評価値
（Web 画⾯には⾮表⽰）
Q1︓この画像に写る「歩道が、周
辺の街並みと調和していると感じるか

度:10程度）を「濃青色」とした。

Q2︓この「歩道」を通ると想定した
場合、「歩道」を⼼地よいと感じるか

(3) 評価手法、評価項目及び評価段階
評価手法は、景観評価の代表的な手法である「SD
法」2)に準じて、一枚ずつサンプルを評価した。
また、評価項目は景観評価における 3 つの観点 9)の

Q3︓この「歩道」を通ると想定した
場合、「歩道」に開放感を感じるか
Q4︓この歩道のある「空間」に、魅
⼒を感じるか

拡大

考え方をふまえ、①視覚的評価として「調和感」を、
②身体感覚的評価として「心地よさ」及び「開放感」
（河川では「緑の豊かさ」）を設定した。但し、対象
空間の特性から、③意味的評価（歴史性、地域性など）
の項目は設定しなかった。なお、評価段階は 3 段階
（かなりあてはまる・あてはまる・ややあてはまる）
の正負となる 6 段階とした。一般的には、「どちらで
Keiji Tamiya、 Satoshi Kasama、Yasuaki Matsuda

－ 766 －

図－4 Web 画面に表示した評価項目等

もない」を加えた 7 段階とする場合が多いが 2)、曖昧

［2］⼼地よさ

［1］調和感

な回答を避けるためにこの段階を除いた。以上の事項

↑評価項⽬●

を反映した Web 画面を図－4 に示す。
(4) 被験者数及び評価サンプルの提示方法
被験者数は、公共事業の設計や施工に携わる土木
【A】 【B】 【C】 【D】 【E】

技術者60名、土木技術者以外の一般者60名の合計120
名とした。評価サンプルの提示方法は、図－3 に示す

［３-1］開放感

評価サンプルを半数に分け（A、B の 2 グループ）、

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】

［３-2］緑の豊かさ

被験者ごとにいずれかをランダムに提示した。A グル
ープの評価サンプルは「№1～5・№11～15・№22・
№23」、B グループの評価サンプルは「№6～ 10・
№16～20・№21・№24」である。なお、土木技術者と
【A】 【B】 【C】 【D】 【E】

一般者の評価結果が類似傾向となったため、本稿では
土木技術者と一般者の全体数（N=120 名）における実

［4］魅⼒

験結果及び考察を示す。

⑤
③
②
④
①

(5) 分析方法
評価サンプルごとの評価平均値を示したプロフィ
ール曲線により、評価サンプルのイメージの傾向を分

③
⑤
②
④
①

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】

【A】 【B】 【C】 【D】 【E】

↓構図●
①都市部歩道
②郊外部歩道
③広場
④河川散策路１
⑤河川散策路 2
中間値
被験者数 N=120 名

析し（以下、「プロフィール分析」という。）、比較
する評価サンプル間の有意性の検定を行った。なお、

図－5 プロフィール分析結果

データ群の多くは非正規分布となったため、対応のあ
る 2 群間の有意差検定の一つである「ウィルコクソン

表－2 有意性の検定結果（網掛部が有意差有り）

10)

符号付順位検定」を用いた 。

3．実験結果及び考察
(1) 雲量の影響（図－3 の要素【B】↔【C】及び【D】↔【Ｅ】）
プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価
項目及び構図においても、陽射しが有る場合、【B】
(雲量:0・陽射し有り)と【C】(雲量:5・陽射し有り)と
を比べても評価結果は概ね変わらない傾向となった。
一方、陽射しが無い場合、【E】(雲量:10・陽射し無

構図

要素

①
都市
部
歩道

【A】【B】 ⻘さの度合
【B】【C】 雲量(0)
【C】【D】 陽射し有無
【D】【E】 雲量(10)
【B】【E】 雲量+陽射し有無
【A】【B】 ⻘さの度合
【B】【C】 雲量(0)
【C】【D】 陽射し有無
【D】【E】 雲量(10)
【B】【E】 雲量+陽射し有無
【A】【B】 ⻘さの度合
【B】【C】 雲量(0)
【C】【D】 陽射し有無
【D】【E】 雲量(10)
【B】【E】 雲量+陽射し有無
【A】【B】 ⻘さの度合
【B】【C】 雲量(0)
【C】【D】 陽射し有無
【D】【E】 雲量(10)
【B】【E】 雲量+陽射し有無
【B】【C】 雲量(0)
【C】【D】 陽射し有無
【D】【E】 雲量(10)
【B】【E】 雲量+陽射し有無
【B】 雲量 0・陽射し有

②
郊外
部
歩道
③
広場

し)に比べて、【D】(雲量:5・陽射し無し)の方が評価
結果は高い傾向となった。ただし、これらの傾向の有
意性を検定により確認した結果（表－2）､比較対象の
評価サンプル 10 対のうち、②郊外部歩道の№9 と№10
（T=57､ p < .05）の 1 対しか有意差が生じなかった。
以上について考察を述べる。一般的には雲量の増
減によって評価結果が変わるといわれるが 6)、本実験
で用いた市街地景域の評価サンプルでは、陽射しの有
無の条件が変わらなければ雲量の影響は小さかった。
その要因の一つとして、市街地景域では人工的な構造
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④
河川
散策
路1

⑤
河川
散策
路2
④⑤
緑量 25%程度
河川
散策 【E】 雲量 10 陽射し無
路
緑量 40%程度
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2 群間の差の検定
⽐較の 対
評価サ の 統計量
評価
有意確率
ンプル№ 数 T、Z
項⽬
n
01⇔02 12 T=25 p> .05 n.s. 魅力
02⇔03 11 T=28 p> .05 n.s. 魅力
03⇔04 11 T=30 p> .05 n.s. 魅力
04⇔05 11 T=17 p> .05 n.s. 魅力
02⇔05 9 T= 8 p> .05 n.s. 魅力
06⇔07 17 T=72 p> .05 n.s. 魅力
07⇔08 17 T=64 p> .05 n.s. 魅力
08⇔09 19 T=67 p> .05 n.s. 魅力
09⇔10 21 T=57 P< .05 *
心地
07⇔10 25 T=84 P< .05 *
魅力
11⇔12 13 T=28 p> .05 n.s. 魅力
12⇔13 11 T=31 p> .05 n.s. 魅力
13⇔14 12 T=36 p> .05 n.s. 魅力
14⇔15 13 T=28 p> .05 n.s. 魅力
12⇔15 17 T=56 p> .05 n.s. 魅力
16⇔17 14 T=45 p> .05 n.s. 魅力
17⇔18 17 T=63 p> .05 n.s. 魅力
18⇔19 20 T=40 p< .01 ** 魅力
19⇔20 18 T=86 p> .05 n.s.. 魅力
17⇔20 24 T=78 p< .01 ** 心地
21⇔22
- Z=0.98 p= .33 n.s. 魅力
22⇔23 22 T=61 p< .05 *
魅力
23⇔24
- Z=0.99 p= .99 n.s. 魅力
21⇔24 23 T=22 p< .01**
魅力
p=
17⇔21 32 Z=4.72
魅力
2.4×10-6 **
p=
20⇔24 31 Z=3.51
魅力
4.5×10-4 **

物の多い空間により画像に映る雲の印象が弱まるため

価サンプル 5 対のうち、②郊外部歩道の№7 と№10

と推測される。なお、№9 と№10 との間に有意差が生

（T=84､ p < .05）、④河川散策路 1 の№17 と№20（T=

じた要因として、№10 のフォトモンタージュを作成

78､ p < .01）及び⑤河川散策路 2 の№21 と№24（T=22､

する際の光量等の補正が他のケースよりも若干大きく

p < .01）の 3 対に大きな有意差が生じた。

なっていたことから、明度差が生じたことによるもの

以上について考察を述べる。前述３.(2)の考察と同

ではないかと推測される。以上の考察から、前述 2．

様に、緑の印象が強い空間である河川散策路の 2 構図

(1)の仮説 1 について、陽射しの有無が同じなら「空に

（④⑤）は陽射しが有ることで植物の色彩が映え、緑

映る雲量が増すと評価結果は低くなる」とまではいえ

の豊かさが増していることに起因しているものと考え

ない。

られる。なお、有意差の生じたもう一つの構図（②郊
外部歩道）では、前述３.(1)の光量等補正に伴う明度

(2) 陽射しの有無の影響（【C】↔【D】）

差によることのほか、空の占有率が大きく、雲量と陽

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価
項目及び構図において、【D】(雲量:5・陽射し無し)

射しの有無を合せた影響を顕著に受けたものと推測さ
れる。

に比べて、【C】(雲量:5・陽射し有り)の方が評価結果
は高い傾向となり、その傾向は河川散策路の構図④⑤

(4) 空の青さの度合の影響（【A】↔【B】）

が顕著となった。また、これらの傾向の有意性を検定

プロフィール分析の結果（図－5）、①都市部歩道

により確認した結果（表－2）、比較対象となる評価

は、雲量:0 の場合の【B】(淡青色・雲量:0)に比べて、

サンプル 10 対のうち、④河川散策路 1 の№18 と№19

【A】(濃青色・雲量:0)の方が評価が低い傾向となっ

（T=40､ p < .01）及び⑤河川散策路 2 の№22 と№23

たが、他の構図は、【A】(濃青色・雲量:0)の方が評

（T=61､ p < .05）の 2 対に大きな有意差が生じた。

価結果は高い傾向となった。ただし、これらの傾向の

以上について考察を述べる。一般的には陽射しの
7)

有無によって評価結果が変わるといわれるが 、本実

有意性を検定により確認した結果（表－2）、比較対
象の評価サンプル 4 対とも有意差は生じなかった。

験で用いた市街地の歩道①②や広場③のような、緑量

以上について考察を述べる。本稿で用いた市街地

が少ない又は緑の印象が弱い空間（以下、「緑の印象

景域の評価サンプルにおいて、空の青さの度合の影響

が弱い空間」という。）では陽射しの有無の影響は小

は少ないといえる。以上の考察から、前述 2．(1)の仮

さいと考える。この要因の一つとして、陽射しが強い

説 2 について、「空の青さの度合が増すと評価結果は

と舗装面が眩しく映ることにより、さほど評価結果は

高くなる」とまではいえない。

高まらないのではないかと推測される。一方、本実験
で用いた河川散策路④⑤のような緑量が多い又は緑の

(5) 構図の影響（図―3 の構図①～⑤）

印象が強い空間（以下、「緑の印象が強い空間」とい

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価

う。）では、陽射しの有無の影響は大きいと考える。

項目及び構図においても、雲量が減り、陽射しが有る

7)

この要因として、畠山 が論じた「陽射しがあること

と、評価結果は高くなる傾向となり、特に河川散策路

で植物の色が映え、より気持ちがよく清らかで安らぐ

の構図④⑤で顕著となった。

といった印象を被験者に与えたことが分かった」こと

次に、[1]調和、[2]心地よさ及び[4]魅力の評価項目

に合致していると考える。以上の考察から、前述 2．

において、【B】(雲量:0・陽射し有り)の評価は高い順

(1)の仮説 3 について、「対象空間に陽射しが有ると評

から「⑤河川散策路 2→③広場→②郊外部歩道→④河

価結果は高くなる」といえる。

川散策路 1→①都市部歩道」となり、【E】(雲量:10・
陽射し無し)の評価は高い順から「③広場→⑤河川散

(3) 雲量と陽射しの有無を合せた影響（【B】↔【E】）

策路 2→②郊外部歩道→④河川散策路 1→①都市部歩

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価

道」となり、上位 2 構図（③広場と⑤河川散策路 2）

項目及び構図においても、【E】(雲量:5・陽射し無し)

の評価が天候条件の違いにより逆転した。また、いず

に比べて、【B】(雲量:0・陽射し有り)の方が評価結果

れの評価項目においても、④河川散策路 1(緑量:25%程

は高い傾向となった。その傾向は河川散策路の構図④

度)に比べて、⑤河川散策路 2(緑量:40%程度)の方が評

⑤が顕著であった。また、これらの傾向の有意性を検

価結果は高かった。また、これらの傾向の有意性を検

定により確認した結果（表－2）、比較対象となる評

定により確認した結果（表－2）、④河川散策路 1 の
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№17 と№21(Z=4.72､ p = 2.4×10-6)及び⑤河川散策路 2 の

な差異がある場合には、陽射し有無の 2 パターンで

-4

№20 と№21 (Z=3.51､ p = 4.5×10 )のいずれにも大きな
有意差が生じた。

評価することが望ましい。
・公共事業の実施において、計画･設計案の景観予測･

以上について考察を述べる。雲量が減り陽射しが

評価を行う際、画像に映る雲量や陽射しの有無が

有る場合、上位 2 構図（③広場と④河川散策路 2）の

景観評価結果に影響を及ぼす場合があり、その影

評価が逆転した要因は、前述 3．(2)の考察と同様、緑

響が空間の特性によって異なることを予め知って

の印象が強い構図のため、より顕著に雲量と陽射しの

おく必要がある。また、施工前後の状況を比較す

影響を受けた（植物の色が映えた）ものと考えられる。

る際、雲量及び陽射しの有無など同じ条件で評価

また、緑量の違いにより顕著な評価差が生じた要因も、

することが望ましい。

これらの影響に起因するものと考えられる。
今後の景観予測・評価に関する技術提案に向けて、
本稿で得られた「天候」に関する知見及びこれまでに

4．まとめ

本研究で得られた「構図」及び「点景」に関する知見
をまとめる。その際、これらの要素が景観評価結果に

本稿では、印象評価実験により、雲量や陽射しの

及ぼす影響の度合いを整理し提示する予定である。

有無が景観評価結果に及ぼす影響とその程度について
明らかにした。以下にその概要と、実験結果をふまえ
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(1) 画像に映る雲量や陽射しの有無が景観評価結果に
及ぼす影響とその程度
・陽射しの有無の条件が変わらなければ、本実験で示
したような市街地景域の空間では、画像に映る雲
量の違いが景観評価結果に及ぼす影響は小さい。
また、空の青さの度合についても影響は小さい。
・雲量が少なく陽射しが有ると評価結果は高くなる傾
向にあり、特に緑の印象が強い空間ではその傾向
が顕著になるなど、陽射しの有無が景観評価結果
に及ぼす影響は大きい。
(2) 実験結果をふまえた評価サンプル作成の留意点
・陽射しの有無の条件が変わらなければ、市街地空間
において過度に雲量を意識する必要はない。また、
空の青さの度合についても同様である。
・市街地景域において、緑の印象が強い空間を評価す
る際、陽射しの有無が大きく影響することに留意
する。緑量が多いケースや比較案間で緑量に大き
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