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Visual green rate is widely used in planning for promoting greening in densely built-up residential areas. However, a 
method for measuring visual green rate from omnidirectional camera images, which has a potential to capture wider 
variety of greening types, has not been established. We measured the visual green rate from the image taken with 
ordinal digital camera and omnidirectional camera and examined the usefulness of two methods by comparing with 
the actual perceived greenery by the impression evaluation survey. As a result, it was suggested that measurement of 
visual green rate by omnidirectional camera has a potential as an effective means to capture the difference in green 
amount at block level. 
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1. 背景と目的  

わが国の都市部に多く⾒られる密集市街地では、防災減災の観
点から、建築物の不燃化や街路幅の拡⼤を伴う整備事業が進めら
れている。こうした密集市街地では、都市公園等の⾯的な緑地空
間が不⾜していることが多いものの、鉢植えなどの道路沿いの植
栽が良好な景観の形成に貢献してきたとされる1)。そこで、防災
減災を主⽬的とした整備事業において、こうした植栽や景観をど
のように継承あるいは改善していくかに関する都市計画⼿法の
開発が重要になる。 

これまで、こうした植栽の景観形成への寄与を評価する指標と
しては、緑視率が提案され、さまざまに検討されてきた。その⽅
法は、街路のある地点において、アイレベル(1.5m 程度)の前後
⽅向を広⾓（焦点距離24-28mm 程度）で撮影した画像から、植
物の部分を抽出し、画像に占める割合を算出するというものであ
る1) 2) 3) 。こうした⽅法は⾃治体による計画策定においても活⽤
されており、例えば、⼤阪府による緑視率のガイドライン4)や川
⼝市の緑の基本計画5)でも⽤いられている。この⼿法が広く⽤い
られる理由として、⼈が街路で感じる緑量感をこの緑視率が代替
しているという前提が、⻘⽊(1987)による先駆的な研究3)によっ
て検証されている、という点が挙げられる。 

しかし、こうした従来の緑視率測定⼿法では、ある地点から
⾒ることの出来る植栽全てを捉えているわけではない。写真を撮
影する⽅向と直⾏する左右⽅向の植栽や、画⾓から外れる⾜元や
頭上の植栽は捉えられない。こうした限界は、特に、街路幅が狭
く、鉢植えなどの⾜元の植栽が多い密集市街地において問題にな
りうる。このうち、左右⽅向の植栽については、撮影画像を左右
に繋ぎ、ある地点の周囲を⼀周するパノラマ画像を⽣成すること
で対応が可能であり、京都市の緑の基本計画の実施計画6)でも実
際に⽤いられている。しかしながら、この⽅法でも⾜元などの画
⾓に収まらない植栽を捉えられないという課題があった。 

近年になり、普及しつつある全⽅位カメラ（全天球カメラ、
360 度カメラとも⾔う）を利⽤した緑視率の計測が提案されつつ
あり 7)8)、この活⽤は上記の密集市街地における課題解決に貢献
する可能性がある。全⽅位カメラは、ある地点の周囲のほとんど
全ての地物を 1 枚の画像に収められることから、⾜元などの従
来捉えるのが難しかった部分の植栽も捉えることが出来る。しか
しながら、こうした全⽅位カメラと従来使われてきたカメラ（単
⽅位カメラ）を同⼀の場所において撮影し、その特性の違いや⼈
が感じる緑量感をどちらがより良く再現しているかを検証した
例はほとんど無い。今後の計画策定等に全⽅位カメラの緑視率を
有効に活⽤していくためには、既に⼀定程度緑量感を再現するこ
とが証明されている3)単⽅位カメラに⽐べて、全⽅位カメラによ
る緑視率がより良い再現性を持つことが検証されることが重要
である。また、再現されるべき緑量感については、従来、地点単
位で考えられることも多かったが3)、多様な建築物や植栽が混在
する密集市街地においては、ある区間のシークエンスを単位とし
て捉え、その区間単位の緑量感を評価する重要性も指摘されてい
る9)10)。しかし、ある区間に対して、⼈が感じる緑量感や、総体
としての空間の質に対する評価を緑視率がどの程度再現出来る
のかについては、全⽅位カメラを⽤いた計測を⽤いては⼗分検討
されておらず、その既存の単⽅位カメラに対する優位性は、明ら
かになっていない。 

そこで本研究では、密集市街地の街路を対象に、全⽅位カメ
ラと単⽅位カメラで地点および⼀定区間の緑視率を計測し、それ
と⼈が感じる緑量感および空間の質の評価をどの程度再現出来
ているのかを検証することを⽬的とした。 
 
2. 方法 
2-1. 対象地と画像撮影 
対象地として、東京都文京区根津二丁目の街路を選定した（図
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1）。この街路は、西側が商業地域（建蔽率80%、容積率600%）、

東側が近隣商業地域（建蔽率 80%、容積率 300%）となってお

り、低層と高層、商店と住宅、長屋とマンションなどの多様な建

築物が混在している。そのために、足元や頭上に鉢植えや庭木な

どの多様な種類の植栽が存在しており、本研究の目的に適してい

ると判断した。 
緑視率計測の画像撮影の地点として、この街路内に10m間隔

で全29地点の道路中央を選定した。地点間の間隔は、建築物の

接道部の長さなどを考慮して設定した。なお、地点間の比較の観

点から、撮影した29地点のうち、街路外部の映り込みが大きな

端部2地点ずつ計4地点（地点1, 2, 28, 29）を除いた25地点に

おいて以降の緑視率の計測を行った。 
撮影には全方位カメラ（RICOH THETA）と単方位カメラ

（Nikon COOLPIX P330）を用いた。撮影高さはいずれのカメ

ラでも地上150cm とし、単方位カメラでは青木 3)を参考に焦点

距離を28㎜に設定し、1地点につき街路進行方向に沿って前後

2 画像を水平に撮影した。撮影時期は全て2018 年11 月中旬で

ある。なお、全方位カメラの画像は、画像変換ソフト（Cube2DM）

を用いて、天空率の算出などに使われる等立体角射影への変換を

行った。 

 
【図1】緑視率の撮影を⾏なった29 地点（⾚点）。建物と街路の表⽰には

国⼟地理院の基盤地図情報を利⽤した。 

  

   
【図2】植栽形態別に色分けした画像。左が全方位カメラ、右が単方位カ

メラ。上が地点16、下が地点24。色の判例は図3参照。 

【表1】印象調査の調査票の質問項⽬ 

 
2-2. 緑視率の計測 
全方位および単方位カメラの25地点の画像から、画像処理に

より植栽部分を抽出した。画像を画像処理ソフト（ImageJ）に

取り込み、色相40~130、彩度20~255、明度0~255に閾値を設

定した。なお、この閾値の設定には既往研究 7)を参考にしつつ、

撮影した画像と撮影時の現地の状況をふまえて調整し、最も植栽

部分を的確に抽出できると判断した範囲とした。明らかに植栽で

ない場所を除いた後の植栽部分の画像全体に対する割合を緑視

率として算出した。また、植栽の種類ごとの緑視率への寄与を検

討するために、抽出した植栽部分を壁面緑化、庭木、植え込み、

鉢植え、下草の5種の植栽形態に区分した(図2)。このうち、地

植えの 3 種（庭木、植え込み、下草）は、庭木は可動性のない

植栽のうち、独立して地面に植えられている樹木とし、植え込み

は草本や樹木が複数まとまって植栽されている箇所、下草は人間

による植栽ではない雑草が覆っている場所、として区別した。 
なお、単方位カメラに比べると、全方位カメラは上空や地面も

撮影範囲に含まれるため、同じ地点を計測しても相対的に緑視率

の数値やそのばらつきが少なくなりうる。そこで、測定される緑

視率のばらつきに関する両カメラの性質の違いを理解するため

に、街路全体における各地点の相対的な緑視率を全方位カメラと

単方位カメラのそれぞれで算出した。具体的には、ある地点の緑

視率を25地点の緑視率の平均値で除した値を相対緑視率とした。

すなわち、全方位カメラでも、単方位カメラでも、25 地点の相

対緑視率の平均値はいずれも1となる。 
2-3. 現地での印象評価調査 
両カメラで計測した緑視率がどの程度実際に感じられる緑量

と対応しているかを検討するために、印象評価調査を行った。調

査にあたっては、両カメラの間で相対緑視率に顕著に差が見られ

たおよそ40mの2区間を選定した（図5）。以降では、選定され

た区間を区間A（地点14から18）、区間B（地点22から26）
と呼ぶ。調査は大学生15名を対象に2019年1月上旬の晴天お

よび曇天の日中に実施した。調査対象者に両区間を実際に歩いて

もらい、その後に調査票を記入してもらった。なお区間 A と区

間Bの調査の前に、地点3~7を被験者が調査への回答方法に慣

れるための練習用区間として用いた。 
調査票の質問項目は大きく 3 項目あり、項目 1)区間全体の緑

量感と空間の質に関する質問、項目 2)区間内 5 地点それぞれの

緑量感、項目3) 区間全体で印象に残った緑についての自由記述

とした。項目1)については、山田らの研究7)を参考に、SD法を

用いて緑量感の形容詞 3 セット、空間の質の形容詞 3 セットそ

れぞれの7段階評価とした（表1）。項目2)は緑視率を測定した

のと同じ地点それぞれについて、緑量感を 7 段階で評価しても

らった。項目 3)の設問は植栽形態別の緑視率が評価に与える影
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響を検討するために設けた。なお画像の撮影日と印象評価調査の

日程が離れているが、路地の植栽を確認したところ、両時期で目

立った差異は確認されなかった。 
2-4. 緑視率と印象評価の関係の分析 

調査票調査で得られた項⽬ 1)の区間全体の緑量感と空間の質
に関する回答から、それぞれ 3 形容詞セット内のクロンバック
のα係数を求め、評価項⽬群としての信頼性を確認した。α係数
は区間全体の緑量感と空間の質でいずれも 0.84 となった。⼀般
に0.8 以上で⼗分に信⽤できる評価項⽬群とされるため、以下で
はそれぞれ 3 形容詞セットの得点の平均値を、間全体の緑量感
と空間の質の評価を⽰す数値として扱うこととした。 

次に、緑視率が相対的に⾼い場合に、区間全体の緑量感や空間
の質が⾼く評価されるかを検証するために、区間全体の緑量感と
空間の質の評価、そして全⽅位カメラおよび単⽅位カメラの相対
緑視率について、それぞれ区間A と区間B の間で⽐較した。⽐
較においては、マン・ホイットニーのU 検定を⽤いて2 区間の
値の差の程度を⽐較した。 

さらに、同様の検討を区間全体でなく各地点のレベルでも⾏う
ために、区間A 及び区間B 内の各5 地点ずつの相対緑視率と調
査票調査の項⽬ 2)で得られた地点ごとの緑量感の評価との相関
関係を調べた。相関性の有無はピアソンの積率相関係数の無相関
検定により確認した。以上のデータの統計処理には統計処理ソフ
トのR(version 3.2.2)を使⽤した。 

 
3. 結果 
3-1. 緑視率計測結果の概要 
図 3 に全方位カメラと単方位カメラの 2 手法により計測した

25 地点ごとの相対緑視率を示した。先に説明したとおり、相対

緑視率の値が 1 の場合に、該当カメラによって捉えられた街路

全体の緑視率の平均値と一致することを示している。たとえば、

地点16では全方位カメラにおいて相対的に緑視率が高く評価さ

れたのに対して、地点24では単方位カメラで高く評価されてい

る。以下では、両手法間で比較的大きな差があると判断された地

点14～18を区間A、地点22～26を区間Bとして印象評価調査

を行う対象区間とした。 
3-2. 地点ごとの相対緑視率と緑量感評価の関係性 

 図4 に区間A 及び区間B 内の各5 地点ずつの相対緑視率と

調査票調査の項目 2)で得られた地点ごとの緑量感の評価との相

関関係を調べた結果を示した。なお、この図では、有意な相関が

認められた場合のみに推定された単回帰式に基づく回帰直線を

示している。全方位カメラの相対緑視率と緑量感の相関係数は、

区間A で0.20、区間B で0.51 となり、ピアソンの積率相関係

数の無相関検定の結果、区間 B のみで有意な相関がみられた

(p<0.01)。単方位カメラでは相関係数が区間A が0.36、区間B
が0.52となり、ピアソンの積率相関係数の無相関検定の結果、

共に有意な相関がみられた(p<0.01)。このように特に区間Aでは、

全方位カメラよりも単方位カメラで相関係数が高くなっていた。 
3-3. 区間全体の印象評価と相対緑視率の区間間の比較 
図5に区間全体の緑量感と空間の質の評価、そして全方位カメ

ラおよび単方位カメラの相対緑視率について、それぞれ区間 A
と区間 B の間で比較した結果を示した。印象評価については、

区間全体の緑量感評価は2 区間で差がみられ、区間A が相対的

に高く評価されていた(p<0.01)が、空間の質評価は同程度であっ

た。相対緑視率については、全方位カメラの相対緑視率は 2 区

間で差がみられ、区間Aが相対的に高く評価されていた(p<0.05)
が、単方位カメラの標準化緑視率では明確な差がみられなかった。

ただし、区間Aにおいては、標準偏差でしめされているとおり、

区間内の緑視率のばらつきが全方位カメラで大きくなっていた。 
 

4. 考察 
4-1.  全方位カメラによる緑視率の単方位カメラとの比較 
図 3 に示されたとおり、全方位カメラと単方位カメラは相対

相
対
緑
視
率 

全⽅位カメラ 

単⽅位カメラ 

5 
3 
1 
0 
5 
3 
1 
0 

【図3】対象街路の地点別の相対緑視率。植栽形態別に色分けした。上が全方位カメラ、下が単方位カメラ。 

【図4】区間A とB における地点単位の相対緑視率と緑量感の関係性。有意(p<0.05)な場合のみ回帰直線を⽰している。 
相対緑視率 

区間A(地点14-18) 区間B(地点22-26) 
全⽅位カメラ 全⽅位カメラ 単⽅位カメラ 単⽅位カメラ 
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的な緑視率の計測という観点から異なる傾向を示す場合がある

ことが明らかになった。ここで、全方位カメラの数値が高い区間

Aでは足元に葉がある鉢植え、植え込み、下草の相対緑視率が高

まり、単方位カメラの数値が高い区間 B ではアイレベルに葉が

つく庭木の相対緑視率が高いことから、緑視率を構成する植栽区

分の違いがカメラの特性と対応していると考えられた。すなわち、

全方位カメラと比較すると、従来用いられてきた1)2)3)単方位カメ

ラによる撮影は、鉢植えなどの足元の植栽要素の緑視率への寄与

を少なく評価している可能性が示唆された。このことは、全方位

カメラと単方位カメラの緑視率を単純に比較することに警鐘を

鳴らす結果であるともいえる。 
全方位カメラと単方位カメラの緑視率のどちらが人の感じる

緑量感をより良く表現できているかについては、地点単位と区間

単位で異なる傾向がみられた（図4 と図5）。すなわち、地点単

位では単方位カメラがより良く緑量感を表現していたのに対し

て、区間単位の相対的な緑量感の多寡は全方位カメラで良く表現

されていた。通常、人は歩行などを通じて街路空間を区間として

体験することが多いことから、緑量感の表現という意味では、後

者の区間単位で優良な結果を示した全方位カメラが従来用いら

れてきた単方位カメラよりも優れている可能性がある。 
ここで、全方位カメラによる相対緑視率が高い区間A で、地

点単位での緑量感との相関は全方位カメラでむしろ低かったこ

とは興味深い。このことは、全方位カメラでは、足元の鉢植えや

植え込みが集中する地点16のような場所で、緑視率を相対的に

高く評価し過ぎてしまい、リッカート尺度である緑量感と比較す

ると外れ値となってしまうという、手法上の課題の可能性を示唆

していた。また、方法で述べたとおり、本研究の対象地は多様な

建築物や植栽が混在する街路空間であり、均一な建築物や植栽か

ら構成される場所では異なる結果が示される可能性がある。全方

位カメラによる緑視率と印象評価の関係はまだ研究の蓄積が少

ないことから7)、今後、全方位カメラの特性を明らかにするよう

な知見のさらなる蓄積が求められる。 
4－2. 緑視率と空間の質に対する印象の関係 
図5にあるように、区間AはBに対して相対的に緑量感評価

が高いものの、空間の質評価では有意な違いがみられなかった。

このことから、緑量感評価が高まることが、空間の質の評価に必

ずしも対応していないことが示唆された。街路の評価は、必ずし

も緑量の多寡だけで決まるものではないであろう。本調査におけ

る自由記述の回答の中には、植栽に関して「ここまで覆われてい

ると圧迫感がある」「家の雰囲気と壁面の緑がマッチしてよかっ

た」といった回答もみられた。これらの回答から、空間の質が評

価される際には、建築物と植栽のバランスや、植栽の種類に関す

る評価なども考慮されていることが推察される。また、緑視率の

向上は一定量までは空間の質の評価に貢献するが、それ以上では

貢献しなくなるという可能性も考えられる。緑視率が高い場合に

必ずしも街路の印象評価が高いわけではないことが示されてお

り9)、街路の空間の質の向上を意図する際に、どの程度の緑視率

が望ましいのかの基準は、より一層検討される必要があるだろう。 
 
5. 結論 
本研究により、同一街路の緑視率の計測において、全方位カメ

ラは単方位カメラと異なる傾向を示し、特に足元の鉢植え等の植

栽を捉えやすい特徴をもつことが示された。また、密集市街地の

街路の 2 つの区間の緑量感の相対的な大小を、全方位カメラが

単方位カメラよりもより良く表現する可能性が示された。今後は、

より多様な街路を対象にデータを収集し、本研究で確認された関

係の一般性を検証していくことが重要である。また、本研究では

植栽部分の抽出に甚大な作業量を要し、特に全方位カメラ画像で

は判別が困難な場合があった。今後、都市の広範囲でより簡便に

緑視率が計測できる技術の開発が求められる。 
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【図5】区間A とB の印象評価(上)と区間単位の相対緑視率(下) 

相
対

緑
視

率
 

相
対

緑
視

率
 

全⽅位カメラ 単⽅位カメラ 

- 120 -




