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緑道における構造の多様性が歩行者の心理的回復効果に与える影響

Evaluating the restorative effects of greenway’s structural diversity 
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In recent years, psychological effects of urban green spaces have drawn attention, but there is little knowledge about 
the relationship with the effects of green spaces structures. Therefore, we conducted comparative experiments on two 
green ways with different structures and investigated the influence of the structural diversity of the green way on the 
restorative effect. We conducted on-site experiments on the green way with 32 university students. We used the Japanese 
version of Perceived Restorativeness Scale for measuring restorativeness effects among respondents. Our results 
supported the hypothesis that the structural diversity in the green way could obtain a higher restorative effect. 
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1. 背景と目的 
自然環境に精神的ストレスからの回復を促進する回復的環境

（restorative environment）としての性格があることは、これまでに

多くの研究で示されてきている1)2)。しかし、人々に対する回復効

果の観点から都市の中にどのような自然環境を整備することが

良いかは十分に明らかになっていない。他方で、都市の自然環境

のひとつである緑道は、住宅地の近くに存在するものが多く、日

常的に通学路や通勤路などの生活路として歩行等の用途に利用

されることから、より回復効果の高い緑道を整備することは、都

市住民の精神面の健康に寄与できる可能性がある。 
都市公園等の自然環境を含む空間の機能に影響を与える要因

としては、一定の空間内にどれだけ多様な要素が存在するかとい

う構造多様性（Structural diversity）という概念が提唱されており3)、

これが回復効果へも影響している可能性がある。緑道は、一般に

植え込みの低木・草花から構成されることが多いが、高木が植栽

されることや、水路によってせせらぎの空間が整備されることな

どがあり、緑道ごとに構造多様性に差異が認められる。また、自

然環境によって得られる回復効果には、体験される空間の特性に

加えて、体験する側の自然に対する愛着の強さなども影響するこ

とが考えられる。 
以上をふまえて、本研究は、緑道の構造多様性や個人の自然環

境への感情的つながりの強さと回復特性の関係性を把握するこ

とを目的とした。あわせて、回復特性を測定されるための尺度で

あるPerceived Restorativeness Scale (PRS)の日本語版4)について、そ

の妥当性の検証も行った。 

2. 手法 
2-1. 対象地 
本研究の対象地は東京都中野区の桃園川緑道と世田谷区の北沢

川緑道とした（図-1）。桃園川緑道は主に低木・草花のみにより構

成されている非多様型の例として、北沢川緑道は低木・草花に加

え、高木と水路により構成されている多様型の例として選出した。

緑道の選定においては、緑道の構成要素や沿道の景観が大きく変

わらない一定の区間を持つことに留意した。桃園川緑道の対象区

間では、歩道両側に低木が植栽され、高木はごく一部に見られ、

一部に草花の植栽、側道、遊具がみられる。北沢川緑道の対象区

間は、草花に加え、サクラ等の高木と、水路から構成されている。

いずれの緑道も歩道の幅は約2~3m である。以下では桃園川緑道

を非多様型、北沢川緑道を多様型とする。 

2-2. 被験者と調査区間 
対象の緑道を被験者に実際に歩いてもらい、歩いた後に質問表

に回答してもらう実験を行った。実験は2017年12月の晴天もし

くは曇天の5日間に実施した。被験者は農学系学部の大学生32名
である（うち男性26名、女性6名）。同一被験者の実験はすべて

同じ日の中で実施した。歩行前に簡単な実験の目的、歩行ルート、

折り返し地点、歩行中の注意事項について説明した。歩行後の現

地にて質問票への回答を求めた。歩行中の注意事項として、会話

やスマートフォン等の使用をはじめとする、実験に影響を及ぼす

恐れのある行為は禁止した。歩行位置や所要時間については指示

をせず、自由な歩行形態とし、他の被験者と20m以上前後に間隔

を空けた状態で歩行してもらった。一部区間で歩道が二股に分か

れている場合は、どちら側を歩くかを事前に指示した。 
実験にあたっては、緑道内の構成要素のばらつきの影響を考慮

するために、いずれの緑道でも、往復を伴う歩行距離 300m 前後

（260m〜340m）の 4 つの区間を歩行区間として設定した。全て

の被験者が全ての区間を歩行し回答した。刺激順によるバイアス

を防ぐため、緑道や歩行区間を歩く順序が被験者全体で偏らない

ように留意した。 

2-3. 質問表の項目 
歩行後に回答してもらう質問表は、主に1)回復効果を測定する

ための PRS、2)自然一般への感情的つながりを測定するための

Emotional Affinity toward Nature Scale（EAN）、3)自由回答形式で歩

行中に感じたことや印象に残ったものを問う項目から構成した。

PRSは、注意回復理論に基づいて作成された、環境のもつ回復的
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特性を評価するための尺度であり 1)5)、質問内容は芝田ら（2007）
4)によるPRS日本語版から作成した（表-1）。PRS日本語版は、英

語版をもとに作成され「逃避（being away）」「魅了（fascination）」
「まとまり(coherence)」「視野(scope)」「適合（compatibility）」「好み

（preference）」および「熟知度（familiarity）」の 7 区分の 26 質問

からなる。質問項目の順序は、順序の影響を考慮するために被験

者によってランダムに変更した。各質問項目の評定には、0（全く

あてはまらない）から 10（完全にあてはまる）までの 11 件法に

て測定した。質問表の 2) EAN については、構造多様性とは別に

個人ごとの自然との感情的な結びつきの影響を考慮するために

使用した。EANは10項目の7件法からなるもので(表-2) 6)7)、日本

語訳は芝田（2016）を参考にした8)。 
 
2-4. 分析 
 まず、構造多様性が回復効果に与える影響を検討するために、

PRSの信頼性をクロンバックのαによって検討した後で、緑道の

間でPRSの区分ごとにWilcoxonの符号順位検定を行った。次に、

心理的回復特性の評価と個人属性の相関を考察するために、EAN
の逆転項目を処理したうえで回答値を平均して尺度得点を算出

した後で、PRSの区分それぞれとの相関の有無を検討した。この

時、多様型の「まとまり」は正規性が確認されなかったため、ス

ピアマンの順位相関係数の無相関検定を、それ以外の区分につい

ては正規性が確認されたためピアソンの積率相関係数の無相関

検定をそれぞれ使用した。なお、今回は被験者の日常生活圏では

ない場所にある緑道にて実験を行ったこともあり、「熟知度」につ

いては反応が低いスコアに偏っていたことから、以降の分析から

は除外した。 
最後に、PRS は必ずしも因子構造が安定していないとされる 9)

ことから、尺度の区分の妥当性の検証を行った。PRS日本語版の

「好み」と「熟知度」を除いた5区分23項目における非多様型と

多様型の平均得点を用いて、確認的因子分析（最尤法・プロマッ

クス回転・固有値 1 以上を抽出）を実施し、抽出された因子と 5
区分の対応を検証した。 

【図-1】対象とした桃園川緑道（上、非多様型）と北沢川緑道（下、多様型）の様子と位置。各緑道で4区間ずつ(A1-4, B1-4)を設

定した。© OpenStreetMap Contributors. 

【表-1】 日本語版PRSの質問項目4) 
下位尺度 質問項目

逃避（being away） 1．余計な邪魔の入らない場所である。
2．自分の性（しょう）に合った場所である。
3．ものの配置に秩序があってわかりやすい。
4．興味深い出来事がたくさん起こっている。
5．広くて見どころの多い場所である。

魅了（fascination） 6．やらなくてはいけないことを考えずに済む。
7．ここでの活動は楽しいものばかりだ。
8．魅力的な場所である。
9．どこまでも広がっているようだ。
10．色々と面倒なことから逃れられる。

まとまり（coherence） 11．すべての物事が互いに違和感なくなじんでいる。
12．日常から解放されたように感じられる。
13．好奇心がかき立てられる。
14．色々なものに興味を引かれる。

視野（scope） 15．ここでは道に迷うことはないだろう。
16．すべてのものに決まった場所があるようだ。
17．ここだけで世界ができあがっているようだ。
18．ぼ一っとできる場所である。

適合（compatibility） 19．ここでは気が向かないことをやらなくてもよい。
20．どこに何があるのかわかりやすい。
21．色んな発見がありそうだ。
22．やりたいことがすぐできる場所である。
23．とても広々とした感じがする。

好み（preference） 24．好きな場所である。
25．今までに行ったことのあるどの場所よりも、この場所の方が好きだ。

熟知度（familiarity） 26．よく知っている場所である。

【表-2】 日本語版EANの質問項目(*逆転項目) 8). 
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 3. 結果と考察 
3-1. PRSに構造多様性とEANが与える影響 

PRSの区分ごとのクロンバックのαは、「逃避」が0.87、「魅了」

が0.94、「まとまり」が0.87、「視野」が0.78、「適合」が0.69であ

った。この結果から、「適合」の内的一貫性が他の下位尺度に比べ

て低く、「視野」は基準とされる 0.8 の数値を満たしていないが、

それ以外の3区分は十分な信頼性があると考えられた。また、構

造多様性が回復効果に与える影響を検討した結果、PRSの「逃避」、

「魅了」、「視野」、「適合」、「好み」の5つの区分において、多様

型が非多様型に比べて有意に高い得点であった(図-2、p<0.01)。こ

のことは、構造多様性が高い場合に回復効果が高まるという仮設

を一定程度支持していた。なお、「まとまり」については有意な差

がみられなかったが、既往研究においても「まとまり」の要素は

刺激場面間での得点の差がみられにくく、各刺激場面を弁別する

ことの困難さが指摘されており 4)、本研究での同様の傾向がみら

れると考えられた。 
多様型緑道内では調査中に鳥類の姿や鳴き声が印象に残ったと

いう自由回答が多く見られた。鳥類の存在も被験者の回復効果に

影響している可能性が示唆された。緑道内の高木や草本の植被率

は観察される鳥類の生息に正に影響されることが指摘されてお

り10)、構造多様性が高い緑道の心理的な効果は、鳥類相を介して

も発揮される可能性が示された。また、全てPRS区分でEANと

の有意な相関はみられなかった。これは、今回の被験者のEANの

得点が高得点に偏っていたことも要因だと考えられた。 

3-2. PRS質問票の妥当性の検証 
因子分析の結果から、6因子が抽出された（表-3）。分析に用い

たPRSの5区分のうち「魅了」「まとまり」「視野」「適合」の4つ
はもとの PRS 日本語版の区分の質問項目のみから構成された因

子が抽出されたおり、これらの区分ではある程度の妥当性がある

ことが確認された。他方で「逃避」については、区分と因子の明

確な対応は確認されず、抽出された因子の解釈も困難であった。

PRS日本語版の因子はその対象の環境や被験者グループの特性に

よって変動する場合があると考えられることから、今後も引き続

き妥当性の検討が必要であろう。 

4. 結論 
本研究によって、緑道内の構造が多様なほど、より回復特性を

持つ環境であるという仮説が一定程度支持された。他方で、個人

特性と回復特性の評価の間の相関はみられなかった。今後は、よ

り多くの種類の構造の緑道で、より多様な属性の人々を対象にし

た実験を行うことで、緑道の構造と個人属性属性が持つ影響を総

合的に検討する必要があるだろう。 
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【図-2】多様型と非多様型のPRS得点比較. 逃避、魅了、

視野、適合、好みで多様型が非多様型より高い(p<0.01) 

【表-3】PRS日本語版に対する因子分析の結果 
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