技術資料

画像に映る雲量や陽射しの有無が景観予測・評価結果に及ぼす影響
田宮 敬士

笠間 聡

松田 泰明

て、計量心理学的評価手法、議論などの評価手法の提

１．はじめに

案、③景観予測と評価の結果をどう適切に設計へ反映
１．１

させるかについて、その手順や手法などの提案を行う

研究の概要

国土交通省の『美しい国づくり政策大綱』では、「こ

こととしている。

の国土を国民一人一人の資産として、我が国の美しい
自然との調和を図りつつ整備し、次の世代に引き継ぐ
という理念の下、行政の方向を美しい国づくりに向け
1）

１．２

本稿の概要

本稿は、１．１に示す研究内容のうち、①「効果的

て大きく舵を切る」 と示されている。これをふまえ、

な予測技術の提案」に関して、景観予測・評価に用い

『国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方

る写真やフォトモンタージュ（以下、
「評価サンプル」

針（案）』では、同省所管の公共事業においては、原

という。）の撮影・作成における配慮事項を明らかに

則すべての事業において景観面からの検討（景観検

するための研究について報告するものである。これら

2）

討）を行うことの必要性が位置付けられており 、年

は、公共事業の実施において計画・設計案の比較や施

度当初に示される事業執行方針においても「公共工事

工前後の比較など、紙面での表現が可能であり、景観

等の執行に当たっては、周辺の環境や景観に配慮した

や空間に与える影響を評価する際に簡易で現場でも活

3）

適切な計画・設計・施工に努めること」 と記されて
いる。

用しやすいと考えられる。
この評価サンプルにおいては、画角（視野角）など

この景観検討では、事業完成後の構造物等の姿形や

の「構図」及び画像に映る人物や車両などの「点景」

周囲景観との調和などを予め知り（景観予測）、その

や「天候」などの要素（図－1）が景観評価結果に影

結果を適切に評価・判断して設計に反映することが重

響を及ぼすといわれており4）5）、本研究では公共事業

要となる2）。しかし、景観検討の実施を支援する技術

やそれによってつくられる空間などを対象とした印象

資料は十分でなく担当技術者の土木景観に対する知見

評価実験結果を行い、主に「構図」や「点景」の影響

を有していない場合や、景観に関する専門家等の参画

を把握してきたところである 6）7） 。しかしながら、

がない場合など十分な検討体制の確保ができない事業

「天候」の影響については、既往論文などによる知見

においては、景観検討がなされない場合が多い。一方

は十分とはいえない。

で、事業の説明用に完成予想図などとしてパース図や

例えば、自然や森林の多い北海道の道路景観の空間

簡易なフォトモンタージュなどを作成する事例はあり、

に対して「雲量を変えた空の色の影響」等を評価した

これらをもう少し工夫すれば景観検討は可能と考えら
れる。また、設計における3次元データ（BIM/CIM）
の活用が身近になりつつある昨今、それらの活用によ
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り景観的な検討もより簡易に実施できるようになる。
これらの背景をふまえ、寒地土木研究所では適切な
景観予測・評価を現場レベルで広く実現し、その運用

ਡବ

を可能とすることを目的とした、景観予測・評価に関
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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適切な景観予測をどう行うかについ
て、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モデルなどの予測技術の
提案、②予測した結果をどう適切に評価するかについ
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図－1

評価結果に影響を及ぼす｢評価サンプルの主な要素｣
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研究8）、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9）はなされているが、公共事

ق഻ೝ峁૮峁ك
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業で実施されるような、市街地等の人工的な構造物の

୶

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
൸ਸੵ

る、画像に映る雲量や陽射しの有無が景観予測・評価
結果に及ぼす影響を印象評価実験から明らかにするも
のである。なお、これまでに本研究で得られた「構
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図」と「点景」に関する主な知見6）7）を以下に参考と
して示す。

崙嵤崡岧ڶ岨

・映り込む要素が変わらない場合に、画角（35mm、

図－2

50mm及び70mmの場合）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

 崙嵤崡岧ڷ岨 崙嵤崡岧ڸ岨   崙嵤崡岧ڹ岨  崙嵤崡岧ں岨

評価サンプルの作成の流れ（例：都市部歩道）

域における3事業（道路・街路、広場及び河川）につ
いて、歩行者視点からの検討として、歩道、広場及び
河川散策路をふまえた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

低くなる場合が多い。

（有り、無し）、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

２．印象評価実験の概要

価サンプルを作成した（図－3）。
２．１

実験の概要及び仮説

評価サンプル作成の流れは、5構図における「陽射

市街地景域における画像に映る雲量や陽射しの有無

し有り」及び「陽射し無し」を撮影し（画角：人の視

が景観評価結果に及ぼす影響とその程度を明らかにす

野に近いとされる焦点距離50mm程度）、それらをベ

ることを目的として、それらの要素を変えた評価サン

ースに雲量や空の青さの度合を変化させた画像を合成

プルを作成し、Webによる印象評価実験を行った。

し、違和感のないように光量やコントラスト等を補正

実験概要を表－1に、本実験にあたっての仮説を以下

した（図－2）。以下に詳細を記す。

に示す。

・空の占有率は、評価できるように一定の空の面積と

・仮説1：空に映る雲量が増すと評価結果は低くなる

なる構図として、都市部は25％程度（V字）、郊外部

・仮説2：空の青さの度合が増すと評価結果は高くなる

は40％程度（水平）以上を確保するように設定した。

・仮説3：対象空間に陽射しが有ると評価結果は高くなる

・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」といわれる下限値25％程度10）に、河川散

２．２

策路2においては緑が空間の魅力を損ねないといわ

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
表－1
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れる上限値40％程度8）に設定した。他の構図は25％
未満に設定した。
・雲量は、雲の見かけの割合として、空が全て雲で覆
われたときを「雲量：10」、半分程度覆われたときを
「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い
状況を「陽射し無し」とした。
・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（彩度
：10程度）を「濃青色」とした。
２．３

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4）
23
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図－3

評価サンプルの一覧（画像の枠囲数字はAグループ、他はBグループとして提示）

※注：表内矢印は有意差検定のペアを表し、赤矢印は有意差が生じたペア（３．で説明）。

に準じて、被験者によりサンプルを評価した。また、
11）

評価項目は景観評価における三つの観点

２．４

被験者数及び評価サンプルの提示方法

の考え方を

被験者数は、公共事業の設計や施工に携わる土木技

ふまえ、①視覚的評価として「調和感」を、②身体感

術者60名、土木技術者以外の一般者60名の合計120名

覚的評価として「心地よさ」及び「開放感」（河川で

とした。評価サンプルの提示方法は、図－3に示す評

は「緑の豊かさ」）を設定した。但し、対象空間及び

価サンプルを半数（A、Bの2グループ）に分け、被験

画像の評価サンプルを用いた印象評価実験という特性

者毎にいずれのグループをランダムに提示した。Aグ

から、③意味的評価（歴史性、地域性など）の項目は

ループの評価サンプルは、「№1～5・№11～15・№

設定しなかった。なお、評価段階は3段階（かなりあ

22・№23（図－3に示す枠囲数字）」、Bグループの

てはまる・あてはまる・ややあてはまる）の正負とな

評価サンプルは、「№6～10・№16～20・№21・№

る6段階とした。一般的には、「どちらでもない」を加

24」である。評価サンプルの提示順は、被験者毎にラ

4）

えた7段階とする場合が多いが 、曖昧な回答を避ける

ンダムに提示した。なお、土木技術者と一般者の評価

ために「どちらでもない」は設定しなかった。評価は

結果が類似傾向となったため、本稿では土木技術者と

120名の被験者によりWebアンケート形式で実施した。

一般者の全体数（N＝120名）の実験結果及び考察を

以上の事項を反映したWeb評価（回答）画面を図－4

３．に示す。

に示す。
24
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２．５

Web画面に表示した評価項目等

ྟهنৡ

分析方法
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評価サンプル毎の評価平均値を示したプロフィール
曲線により、評価サンプルによる評価の違いの傾向を
分析し（以下、「プロフィール分析」という。）、また、
比較する評価サンプル間の有意性の検定を行った。な
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のある2群間の有意差検定の一つである「ウィルコク

図－5
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プロフィール分析結果

ソン符号付順位検定」12）を用いた。
の間に有意差（T＝57、p < .05）が生じた要因として、
№10のフォトモンタージュを作成する際の光量等の補

３．実験結果及び考察

正が他のケースよりも若干大きくなっていたことから
３．１

雲量の影響（ケース【B】↔【C】、
【D】↔【E】

（図－3）、明るさの印象に大きく差があったことに

の比較）

よるものではないかと推測される。以上から、２．１

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価項

の仮説1について、陽射しの有無が同じ条件の場合

目及び構図においても、陽射しが有る場合に、
【B】

に、「空に映る雲量が増すと評価結果は低くなる」と

（雲量：0）と【C】
（雲量：5）とを比べても評価結果

まではいえない。

は概ね変わらない傾向となった。但し開放感など、
【C】
（雲量：5）の評価が高いケースもみられた。一

３．２

方、陽射しが無い場合に、
【E】
（雲量：10）に比べ

陽射しの有無の影響（ケース【C】↔【D】の
比較）

て、
【D】
（雲量：5）の方が評価結果は高い傾向とな

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価

った。但し、これらの傾向の有意性を検定により確認

項目及び構図においても、
【D】（雲量：5・陽射し無

した結果（表－2）、比較対象の評価サンプル10対の

し）に比べて、
【C】（雲量：5・陽射し有り）の方が評

うち、②郊外部歩道の№9と№10を除く9対には有意差

価結果は高い傾向となり、その傾向は、④河川散策路

が生じなかったことから、本実験で用いた市街地景域

1及び⑤河川散策路2が顕著となった。また、これらの

の評価サンプルでは、雲量の影響は小さいといえる。

傾向の有意性を検定により確認した結果（表－2）、

8）

三好らの既往研究 では、雲量の増減によって評価

比較対象となる評価サンプル10対のうち、④河川散策

結果が変わるといわれているが、これは自然景域にお

路1の№18と№19（T＝40、p < .01）及び⑤河川散策路

ける結果であり、本実験で用いた評価サンプルは市街

2の№22と№23（T＝61、p < .05）の2対に有意差が生

地景域であることから雲量の影響は小さかったのでは

じた。

ないかと考える。なお、②郊外部歩道の№9と№10と
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表－2

確認した結果（表－2）、比較対象の評価サンプル4対

有意性の検定結果（網掛部が有意差有り）

 ණ峘୷峘ਫ਼
ૻຎ峘
ৌ
થਔન૨
௬
ଡ岧崙嵤崡岨嵣ૻຎ峘ඨ৯
峘 ଁੑ QVశથਔ ௬
崝嵛崿嵓
થਔ ඨ৯
ਯ 7岝=
⋾
થਔ
Q
岧$岨岧%岨 ஒ岿峘২়
01я02 12 T=25 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧&岨 ์峘ୀ岮 02я03 11 T=28 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧&岨岧'岨 ഻ೝ峁峘થ૮ 03я04 11 T=30 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧'岨岧(岨 ์峘ୀ岮 04я05 11 T=17 p> .05 n.s. 㨩ຊ
T= 8 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧(岨 ์഻ೝ峁 02я05 9
岧$岨岧%岨 ஒ岿峘২়
06я07 17 T=72 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧&岨 ์峘ୀ岮 07я08 17 T=64 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧&岨岧'岨 ഻ೝ峁峘થ૮ 08я09 19 T=67 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧'岨岧(岨 ์峘ୀ岮 09я10 21 T=57 P< .05 * ᚰᆅ
岧%岨岧(岨 ์഻ೝ峁 07я10 25 T=84 P< .05 * 㨩ຊ
岧$岨岧%岨 ஒ岿峘২়
11я12 13 T=28 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧&岨 ์峘ୀ岮 12я13 11 T=31 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧&岨岧'岨 ഻ೝ峁峘થ૮ 13я14 12 T=36 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧'岨岧(岨 ์峘ୀ岮 14я15 13 T=28 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧(岨 ์഻ೝ峁 12я15 17 T=56 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧$岨岧%岨 ஒ岿峘২়
16я17 14 T=45 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧&岨 ์峘ୀ岮 17я18 17 T=63 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧&岨岧'岨 ഻ೝ峁峘થ૮ 18я19 20 T=40 p< .01 ** 㨩ຊ
岧'岨岧(岨 ์峘ୀ岮 19я20 18 T=86 p> .05 n.s. 㨩ຊ
岧%岨岧(岨 ์഻ೝ峁 17я20 24 T=78 p< .01 ** ᚰᆅ
岧%岨岧&岨 ์峘ୀ岮 21я22
- Z=0.98 p= .33 n.s. 㨩ຊ
岧&岨岧'岨 ഻ೝ峁峘થ૮ 22я23 22 T=61 p< .05 * 㨩ຊ
- Z=0.99 p= .99 n.s. 㨩ຊ
岧'岨岧(岨 ์峘ୀ岮 23я24
岧%岨岧(岨 ์഻ೝ峁 21я24 23 T=22 p< .01 ** 㨩ຊ
p= 2.4
岧%岨์嵣഻ೝ峁થ
㨩ຊ
17я21 32 Z=4.72
 ங২
10-6 **
p=
4.5
岧(岨์ҩ഻ೝ峁૮ 
20я24 31 Z=3.51 10-4 ** 㨩ຊ
ங২

とも有意差は生じなかった。
本稿で用いた市街地景域の評価サンプルにおいて、
空の青さの度合の影響は少ないといえ、２．１の仮説
2について、「空の青さの度合が増すと評価結果は高
くなる」とまではいえない。
３．４

構図の影響（構図①～⑤の比較）

プロフィール分析の結果（図－5）、いずれの評価項
3.1
ٕ

目及び構図においても、雲量が減り、陽射しが有る
と、評価結果は高くなる傾向となり、特に④河川散策
路1及び⑤河川散策路2で顕著となった。
次に、評価項目である［1］調和感、
［2］心地よさ及び
［4］魅力において、
【B】
（雲量：0・陽射し有り）の評

3.2

価平均値は、高い順から「⑤河川散策路2→③広場→
②郊外部歩道→④河川散策路1→①都市部歩道」とな

ٕ

り、
【E】
（雲量：10・陽射し無し）の評価平均値は、高

3.2

い順から「③広場→⑤河川散策路2→②郊外部歩道→

ٕ
3.4
3.4

④河川散策路1→①都市部歩道」となり、上位2構図
（③広場と⑤河川散策路2）の評価が雲量及び陽射し
の有無の違いにより逆転した。また、いずれの評価項
目においても、④河川散策路1（緑量：25％程度）に
比べて、⑤河川散策路2（緑量：40％程度）の方が評

9）

といわれるが 、本実験で用いた、①都市部歩道、②

価結果は高かった。また、これらの傾向の有意性を検

郊外部歩道及び③広場のような、緑量が少ない又は緑

定により確認した結果（表－2）、④河川散策路1の№

の印象が弱い空間（以下、「緑の印象が弱い空間」と

17と№21（Z＝4.72、p＝2.4×10－6）及び⑤河川散策路

いう。）では陽射しの有無の影響は小さいと考えられ

2の№20と№24（Z＝3.51、p＝4.5×10－4）のいずれに

る。一方、本実験で用いた④河川散策路1及び⑤河川

も有意差が生じた。以下に考察を述べる。

散策路2のような緑量が多い又は緑の印象が強い空間

雲量が減り陽射しが有る場合に、上位2構図（③広場

（以下、「緑の印象が強い空間」という。）では、陽

と④河川散策路2）の評価が逆転した要因は、３．２

射しの有無の影響は大きいと考えられる。この要因と

の考察と同様、緑の印象が強い構図のため、より顕著

9）

して、畠山 が論じた「陽射しがあることで植物の色

に雲量と陽射しの影響を受けた（植物の緑が映えた）

が映え、より気持ちがよく清らかで安らぐといった印

ものと考えられる。緑量の違いにより顕著な評価差が

象を被験者に与えたことが分かった」ことに合致する

生じた要因も、この影響に起因するものと考えられる。

ものと考えられる。以上の考察から、２．１の仮説3
について「対象空間に陽射しが有ると評価結果は高く

４．まとめ

なる」ことがあるといえる。
本稿では、印象評価実験により、雲量や陽射しの有
３．３

空の青さの度合の影響（ケース【A】↔【B】の

無が景観評価結果に及ぼす影響とその程度について明

比較）

らかにした。以下にその概要と、実験結果をふまえた

プロフィール分析の結果（図－5）、①都市部歩道

評価サンプル作成の留意点を示す。

は、
【B】
（淡青色・雲量：0）に比べて、
【A】
（濃青色・

１）画像に映る雲量や陽射しの有無の影響等

雲量：0）の評価が低い傾向となったが、他の構図は、

・本実験で示した市街地景域の空間では、画像に映る

【A】
（濃青色・雲量：0）の方が評価結果は高い傾向

「雲量の違い」が景観評価結果に及ぼす影響は小さ

となった。但し、これらの傾向の有意性を検定により

い。また「空の青さの度合」についても影響は小さい。
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・陽射しが有ると評価結果は高くなる傾向にあり、緑
の印象が強い空間ではその傾向が顕著になるなど、

観検討の基本方針（案）、2007.（2009.改訂）
3） 国土交通省：令和3年度国土交通省所管事業の執

「陽射しの有無」が景観評価結果に及ぼす影響は大
きい。

行について、国会公第157号、2021.
4） 篠原修編：景観用語事典、彰国社、pp.40-95、2013.

２）実験結果をふまえた評価サンプル作成の留意点

5） 中村良夫：風景を創る～環境美学への道、日本放

・公共事業の実施において、計画･設計案の景観予測･

送出版協会、pp.40-45、2004.

評価を行う際、陽射しの有無が景観評価結果に影響

6） 小栗ひとみ、岩田圭佑、松田泰明：サンプルの作

を及ぼす場合があり、その影響が空間の特性によっ

成方法が評価結果に及ぼす影響～SD法を用いた

て異なることを予め知っておく必要がある。

景観評価技術のパッケージ化に向けて～、土木計

・特に、緑の印象が強い空間を評価する際に、陽射し

画学研究・講演集、Vol.52、2015.

の有無が大きく影響することに留意する。緑量が多

7） 小栗ひとみ、岩田圭佑、松田泰明、佐藤昌哉、笠

いケースや比較案間で緑量に大きな差異がある場合

間聡：公共事業における景観検討の効率化に資す

には、陽射し有無の両パターンで評価することが望

る景観評価技術に関する研究、平成27年度重点研

ましい。それらを用意できない場合には、街路樹や

究報告書、土木研究所、2016.

建物などの立体感や凹凸や薄い陰影が認識できる程

8） 三好達夫、草間祥吾、松田泰明：北海道の道路景

度の薄曇り時の評価サンプル（図－3に示すケース

観の魅力に影響する要素と景観評価について

【C】と【D】の中間）を用いることが望ましい。

道路景観の評価手法に関する一考察－、第52回

・また、市街地景域において過度に雲量を意識する必

（平成20年度） 北海道開発技術研究発表会、連

要はなく、空の青さの度合についても同様である。

－

10、2009.
9） 畠山彰文：
「回復環境」としての森林に関する環境

今後は、本稿で得られた「天候」に関する知見及び

心理学の役割：景観評価実験からの検討、北海道

これまでに本研究で得られた「構図」及び「点景」に

医療大学心理科学部研究紀要、第9号、pp.21-29、

関する知見をまとめ、『景観予測・評価に関するポイ

2013．

ントブック（仮称）』として提案する予定である。

10）国土交通省：都市の緑量と心理的効果の相関関係
の社会実験調査について、p.4、2005．
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