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都市環境における視野内の空と植栽の⽐率が住居地域の景観選好に及ぼす影響 
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Greenness visibility is already established as a useful index in landscape preference. In this study, we also considered the

influence of sky visibility on landscape preference, as well as the combined influence of sky and greenness visibility. We

took pictures in residential area and classified them into four groups: “sky-large-greenness-large”, “sky-large-greenness-

small”, “sky-small-greenness-large”, “sky-small-greenness-small”. Afterwards, we measured landscape preference of the

pictures through web-based questionnaires and conducted a conjoint analysis. Results showed that sky visibility had a

positive effect on landscape preference with a slightly smaller effect than greenness visibility. Our results also suggested

that greening in residential areas in smaller sky visibility and better sky visibility in densely built-up areas would be a key

strategy to improve the visual quality of residential landscapes.

Keywords : greenness visibility, sky visibility, landscape preference, residential area, conjoint analysis

緑視率、空率、景観選好、住居地域、コンジョイント分析

1. 背景と⽬的
都市環境の質の向上に貢献する景観整備を⽬的とした景

観評価の⼀つに、⼈々の好みに基づいた景観選好がある。
こうした景観選好は⼈々が⼼理的に回復する可能性と強く
相関すると⽰唆されている 1)。⼀⽅、植栽が有する⼼理的な
回復作⽤が森林環境や都市環境において研究されている
2),3)。植栽が有する⼼理的な回復作⽤に関連した指標として
は、「視野内に占める植栽の⽐率」として定義される緑視率
が既に多くの研究や実務で活⽤されており、緑視率の増加
による⼈々への向上的な作⽤が確認されている 4)。こうした
研究によって緑視率の⼤きさは景観選好に好影響をもたら
すことが明らかになっている 5)。 

都市環境の景観における視覚的要素はさまざまであり、
緑視率によって評価される植栽のみに限られない。他の視
覚的要素のうち、視野に占める割合が⼤きなものとして建
物や道路等の⼈⼯物と空が考えられる。このうち空に関し
ては近年その⼼理的な回復作⽤が検討されつつある 1)。屋外
の都市環境において空は視覚的要素に含まれることが多い
ことから、空が景観選好に与える影響を理解することは重
要である。以上から、緑視率と同様に「視野内に占める空
の⽐率」として空率を定義したとき、空率の⼤きさも緑視
率と同等に景観選好に好影響をもたらすと想定される。し
かし、空率を取り⼊れた研究⾃体が少なく、その景観選好
への影響についてはまだ⼗分に明らかにされていない。さ
らに、空率と緑視率の間で、⽚⽅が⼩さい場合にもう⼀⽅
の景観選好への影響が⾼まる相補的関係も期待される。 

そこで、本研究では都市環境における空率の個別的な作
⽤、及び空率と緑視率の相互的な作⽤が景観選好に及ぼす
影響を考察することで、景観選好の際に従来使われていた
緑視率に加えて空率を考慮する意義を検討し、効果的な景
観整備へと結びつけることを⽬的とした。そして、具体的
に以下の 4 つの仮説を⽴てた。 
(A)緑視率と同等に、空率の⼤きさ及び増加も景観選好に好

影響をもたらす 
(B)空率が⼤きい場合は、緑視率によらず景観に対する評価

が⾼い 
(C)空率が⼩さい場合の⽅が、緑視率の増加に対する評価が

⾼い 
(D)空率と緑視率の⼤きさ及びこれらが増加することの評価

に対し、場所同⼀性は負に相関し、⾃然との関係性は正
に相関する 

仮説 D に関しては、場所同⼀性や⾃然との関係性といっ
た周囲の環境に関連する個⼈属性が、選好の仕⽅や回復作
⽤の受け取り⽅に影響することを⽰唆した既往研究 6),7)を踏
まえて検討した。場所同⼀性は低いほど空率や緑視率が景
観選好に及ぼす影響が⼤きくなると考えたため、負に相関
すると想定した。 

2. ⽅法
景観選好について、被験者の移動を伴わず簡便かつ多量

に調査できる点から、本研究では写真に対する評価につい
てウェブを介した質問票調査を⾏った。 
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2-1. 写真の撮影 
都市環境として⼾建住宅を中⼼とした住居地域に焦点を

当て、埼⽟県上尾市内の住居系⽤途地域における⽣活道路
上の景観の写真を⾃ら撮影した。上尾市は⾸都圏郊外に位
置し多くの⼾建住宅地を含む。⽣活道路は「主として地域
住⺠の⽇常⽣活に利⽤される道路」と定義され 8)、住居地域
を代表する景観の⼀つを形成していると考えられることか
ら、撮影場所にすることとした。範囲を市の中央付近を縦
断する JR ⾼崎線より東側に限り、該当の住居系⽤途地域は
低層住居専⽤地域、中⾼層住居専⽤地域、住居地域(いずれ
も第⼀種、第⼆種共に含む)とした。また、撮影地点は舗装
された直線⼀⾞線で歩道がなく平坦な⽣活道路に限り、舗
装や路⾯表⽰が⽬⽴つところは除いた。加えて、⼤規模な
集合住宅や鉄塔や電線などが⽬⽴つ場合も撮影対象から除
いた。なお、含まれる植栽の形態は考慮しなかった。 

以上を踏まえ、2020 年 6 ⽉下旬~7 ⽉上旬、及び 9 ⽉下旬
~10 ⽉上旬に、快晴時の 10:30-13:30 に限り撮影を⾏った。
位置は道路の中央に⽴ち⽬線相当の地上約 155 ㎝から、⽅
向は道路の進⾏⽅向に沿い⽔平とした。撮影にはスマート
フォン(Xperia XZ1 SOV36)に搭載されているカメラと、緑
視率の算出のために NDVI カメラ(Yubaflex, Bizworks 社製)
を併⽤した。画⾓は 4:3、焦点距離は 25 ㎜(35 ㎜換算)とし
た。結果、写真の総数は 51 枚となった。 
 
2-2. 空率と緑視率の算出及び分類 

空率と緑視率の算出には画像処理ソフト ImageJ を使⽤し
た。空率はスマートフォンに搭載されているカメラで撮影
した写真を対象に、明度の閾値を 180 以上(256 階調)に設定
して空の領域を抽出し画像に占める⽐率を算出した。⼀
⽅、緑視率は NDVI カメラの撮影画像を対象に、NDVI 値
の閾値を 128(256 階調)に設定して植栽の領域を抽出し画像
に占める⽐率を算出した。なお、いずれも⼿作業による修
正を必要とした。 

その後、緑視率に関する既往研究 9)を参考に 15%を閾値
として、全写真の空率と緑視率を⼤⼩に分けた。空率の閾
値に関しては便宜的に緑視率と合わせた。そして、空率と
緑視率の⼤⼩を組み合わせ、全写真を「空⼤緑⼤」、「空⼤
緑⼩」、「空⼩緑⼤」、「空⼩緑⼩」の 4 つに分類した(図 1)。
以降、この 4 分類を景観選好の対象と捉えることで、個々
の写真ごとの視覚的要素の差異による影響を考慮し、空率
と緑視率の⼤⼩のみに着⽬した。分類結果による最⼩枚数
に基づき各分類から 9 枚ずつ抽出して質問票調査に使⽤し
た。抽出の際には雲や⽇陰及び明るさ等を考慮した。 

 
2-3. 質問票調査 

2020 年 10 ⽉下旬~11 ⽉上旬にかけて Google フォームを
使⽤し質問票調査を⾏った。質問票調査では、まず、景観
選好として 4 分類に対応した 4 つの写真に対する選好によ

る順位づけを各被験者に 9 回ずつ依頼した。続けて、順位
づけに際して気になった点の⾃由記述欄、場所同⼀性に関
する質問、⾃然関係性に関する質問、⾃然体験頻度に関す
る質問、調査全体に対する意⾒、感想の⾃由記述欄を設け
た。場所同⼀性及び⾃然関係性に関する質問は各 6 問で、
既往研究 6),7)で有⽤とされた既存の尺度を⽇本語訳したもの
を使⽤した。選択肢は 5 段階のリカート尺度とした。⾃然
体験頻度に関する質問では、住居地域の景観選好において
⾃宅の庭で過ごした頻度が特異的に影響する可能性を考慮
し、⾃宅の庭と、それ以外の公園等の 2 種に対象を分け直
近1ヶ⽉の頻度を尋ねた。公園等を対象とした頻度には7段
階の選択肢を⽤意した。⾃宅の庭を対象とした頻度は 0 回
を該当する空間の有無で2つに分け8段階の選択肢とした。
質問票の設計は 2020 年 7 ⽉に⾏った予備調査を参考にし
た。 

質問票調査は主に東京近郊在住の⼤学⽣及び⼤学院⽣ 90
名を対象とした。写真の掲載順及び掲載順に伴う写真の組
み合わせが評価に影響する可能性を考慮し、掲載順のみを
無作為に変えた 9 つのパターンを⽤意した。パターンごと
に 10 名ずつの被験者に無作為に割り当てた。回答時に可能
な限り⼤きい画⾯の機器を使⽤すること、画⾯を明るくす
ること、画⾯に写真を⼤きく表⽰すること、直感的に回答
することを求めた。調査は個⼈宛に質問票の URL を送信し
依頼した。結果、有効回答数は 84(男性 49、⼥性 35)となっ
た。 
 
2-4. 分析 

回答結果の集計のため、景観選好を順位の逆順で 1~4 点
に得点化し、9 回を通じた 4 分類ごとの平均得点を各被験者
で算出した。場所同⼀性及び⾃然関係性に関する質問は選
択肢に対応して 1~5 点に得点化し、各 6 問を通じた平均得
点を各被験者で算出した。⾃然体験頻度に関する質問は、

分類 
緑視率 

15%以上 15%未満 

空
率 

15
%
以
上 

空⼤緑⼤ 空⼤緑⼩ 

15
%
未
満 

空⼩緑⼤ 空⼩緑⼩ 

【図 1】空率と緑視率による写真の 4 分類と具体例 
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⾃宅の庭を対象としたものにおいて「0 回(該当する空間が
ない)」と「0 回(該当する空間はある)」を同等に 1 点とす
ることで、2 種共に 1~7 点に得点化した。 

集計結果として算出された 4 分類ごとの平均得点から、
コンジョイント分析により空率と緑視率の⼤⼩の部分効⽤
値を各被験者で算出した。さらに、4 分類間の平均得点の差
を各被験者で算出した。以上の平均得点、部分効⽤値、平
均得点の差の各々で、ウィルコクソンの順位和検定による
多重⽐較を⾏った。あわせて被験者全体平均を算出し値の
⾼低を⽐較した。そして、各被験者の部分効⽤値と平均得
点の差を⽬的変数、場所同⼀性、⾃然関係性、2 種の⾃然体
験頻度を説明変数とした重回帰分析を⾏った。分析には統
計ソフト R-3.5.1 を使⽤した。 

コンジョイント分析は全体に対する評価から各属性、各
⽔準の影響度を分析する分析⽅法であり、本研究において
属性は空率と緑視率の 2 つ、⽔準は⼤きい場合と⼩さい場
合の 2 つとなる。各属性における全⽔準の部分効⽤値の和
が 0 になることから、⽔準が 2 つの場合は各々の部分効⽤
値は絶対値の等しい正負の値となる。 
 

3. 結果 
3-1. 被験者全体平均の⽐較 

4 分類ごとの平均得点は、空⼤緑⼤(平均 2.94)、空⼩緑⼤
(平均2.73)、空⼤緑⼩(平均2.45)、空⼩緑⼩(平均1.88)の順
であった(いずれの間も p<0.01、図 2)。部分効⽤値は、空
率と緑視率で共に⼤きい場合に正となり、このうち緑視率
の値(平均 0.33)が空率の値(平均 0.20)より⾼かった
(p<0.01、図 3)。4 分類間の平均得点の差については、空率
が⼤きい場合より⼩さい場合で緑視率の⼤⼩による平均得
点の差がみられ、同様に緑視率が⼤きい場合より⼩さい場
合で空率の⼤⼩による平均得点の差がみられた(p<0.01、図
4)。 
 
3-2. 重回帰分析の結果 

説明変数のうち⾃然体験頻度のみで⽬的変数との有意な
相関が⾒られた(p<0.05、表1)。⾃宅の庭を対象とした⾃然
体験頻度が少ないほど、空率が⼤きい場合の部分効⽤値が
⾼まる傾向と、緑視率が⼩さい場合の空率の⼤⼩による平
均得点の差が⾼まる傾向がみられた。⼀⽅、公園等を対象
とした⾃然体験頻度が多いほど、緑視率が⼤きい場合の部

 

⽬的変数 

部分効⽤値 平均得点の差 

空率 
⼤きい 

緑視率 
⼤きい 

空率が⼤きい場合の 
緑視率の⼤⼩による差 

空率が⼩さい場合の 
緑視率の⼤⼩による差 

緑視率が⼤きい場合の 
空率の⼤⼩による差 

緑視率が⼩さい場合の 
空率の⼤⼩による差 

説
明
変
数 

場所同⼀性 -0.066 0.142 0.133 0.255 -0.160 -0.039 

⾃然関係性 0.065 0.094 0.331 -0.067 0.291 -0.107 

⾃然体験頻度 
〈⾃宅の庭〉 -0.275 -0.128 -0.088 -0.242 -0.226 -0.381 

⾃然体験頻度 
〈公園等〉 0.166 0.221 0.389 0.245 0.285 0.141 

【表 1】重回帰分析の結果 (標準偏回帰係数) p<0.05 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

空⼤緑⼤ 空⼤緑⼩ 空⼩緑⼤ 空⼩緑⼩ 

【図 2】平均得点の箱ひげ図 
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【図 3】部分効⽤値の箱ひげ図 
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【図 4】平均得点の差の箱ひげ図 

被験者全体平均  箱ひげの横線は上から最⼤値、第 3 四分位数、中央値、第 1 四分位数、最⼩値 ⽩丸は外れ値  
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分効⽤値が⾼まる傾向と、空率が⼤きい場合の緑視率の⼤
⼩による平均得点の差が⾼まる傾向がみられた。 
 
4. 考察 
4-1. 空率と緑視率が景観選好に及ぼす影響 

まず、空率の個別的な作⽤に関して、仮説 A(緑視率と同
等に、空率の⼤きさ及び増加も景観選好に好影響をもたら
す)は、結果(図 3,4)より⼀部⽀持された⼀⽅、仮説 B(空率
が⼤きい場合は、緑視率によらず景観に対する評価が⾼い)
は、結果(図 2)より⽀持されなかった。空率は緑視率と同様
に景観選好に好影響をもたらすが、影響度は空率より緑視
率の⽅が強いため、緑視率が⼩さいことにより空⼤緑⼩は
相対的に低く評価されたと考えられた。 

そして、空率と緑視率の相互的な作⽤に関しては、仮説
C(空率が⼩さい場合の⽅が、緑視率の増加に対する評価が
⾼い)が、結果(図 4)より⽀持された。 

 
4-2. 個⼈属性との関連 

仮説 D(空率と緑視率の⼤きさ及びこれらが増加すること
の評価に対し、場所同⼀性は負に相関し、⾃然との関係性
は正に相関する)が、結果(表 1)より⼀部⽀持された。場所
同⼀性は評価と有意に相関せず、⾃然との関係性のうち⾃
然体験頻度のみが評価と有意に相関した。このうち、公園
等を対象とした頻度は評価と正に相関した⼀⽅で、⾃宅の
庭を対象とした頻度は評価と負に相関した。これらの結果
から、⾃宅の庭で過ごさなかったり⾃宅に庭がなかったり
する⼈ほど評価が⾼まる傾向は緑視率よりも空率に対しよ
り顕著であり、⼀⽅で、公園等に⾏く⼈ほど評価が⾼まる
傾向は緑視率に対しより顕著であると考えられた。後者の
緑視率の影響に関しては、既往研究でも近くに存在する植
栽が多いことや植栽を体験する頻度が多いことと⾃然との
関わりの強さや緑地の存在効果に正の関係があることが確
認されており 10),11)、本研究において空率が⼤きい場合でも
緑視率の増加が⾼く評価される傾向が⽰唆された。 
 
5. 結論 

以上より、空率の個別的な作⽤及び空率と緑視率の相互
的な作⽤が確認されたことから、景観選好の際に空率を加
味する意義はあったと結論づけられた。これらの知⾒を踏
まえると、景観施策への具体的な提⾔として、空が少ない
景観を中⼼に緑化を図ること、庭の敷地を⼗分に確保でき
ない密集した住居地域において植栽を増やす代わりに空を
⾒えやすくすること、住居地域に公園等を適切に設けるこ
とが、効果的な景観整備に結びつくと⽰唆された。 

今後検討すべき課題として、まず、コンジョイント分析
における得点化及び差を求める過程において順位尺度で収
集した回答結果を間隔尺度に変換し処理した点が挙げられ
る。次に、分類の過程において空率の閾値を便宜的に 15%

と決めた点が挙げられる。空率の実⽤化に向けた閾値のさ
らなる検討が求められる。そして、被験者による⾃由記述
から、空と植栽以外の視覚的要素として道路幅員、⽇陰、
⾒通しの良さなども景観選好に強く影響する可能性が⽰唆
された。また、⽤途地域等が規定する建築種別や規模によ
り景観選好の傾向が⼤きく異なる可能性もある。さらに、
本研究では被験者を主に学⽣としたが、対象としたような
住居地域に在住している⼈々の実際の属性に応じて被験者
を選定することで、より実際の景観整備と関係した形で結
果が得られるとも考えられる。今後、⽬的に応じ操作すべ
き要素を精査した上で、様々な対象において空率と緑視率
の影響が検討されていくことが必要であると考えられる。 
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