都市風景における山の距離感と印象に関する研究
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一か所につき 20 名（合計 380 名）の歩行者を無差別に選択
し、山を見ながらアンケートに回答して頂いた。アンケー
トは霞み効果を考慮して気象条件がほぼ同じになる 2011
年 11 月～12 月の晴れの日に行った。なお、距離感に関し
ては山までの距離を数値で答えて頂き、印象に関しては、
16 個の形容詞対を５段階で評価して頂いた。また、アンケ
ートを実施した 19 ヶ所において 35mm フィルムに換算し
たカメラを用いて写真を撮影した。この写真と Google map、
2500分の1の都市計画地図等を用いて視点と景観枠を構成
する人工物や樹木と山の関係の量的測定を行い 16 種の物
理量を抽出した。ここで、視野の中で人工物や樹木が山を
縁取っている境界線がつくる枠を景観枠と定義する（写真
－1）
。16 種の物理量のうち F～N は、各視点から山を眺め
た時に景観枠を構成する建物、看板等の人工物、街路樹を
全て対象としており、写真と地図等を用いて一つ一つ測定
したのち平均値を求めた。最終的にこれらの物理量とアン
ケートで得られた距離感と印象のデータを用いて重回帰分
析を行い、距離感と印象に影響を与えている物理量の抽出
２．研究の概要
と重み付けを行った。表－1 に測定した 16 種の物理量を示
２－１ 研究対象地域
現地踏査を行い山の距離感と印象の変化を感じ取ること す。また、図－2 と図－3 にこれらの物理量の図面構図を示
ができる視点として、
京都市の三条通と御池通を選定した。 す。
表－1 16 種の物理量
三条通は蹴上から三条大橋西詰まで、御池通は御池大橋西
景観構成から抽出した物理量
詰から堀川御池までを研究対象地域とし、約 200ｍ間隔、
A：景観枠を構成する建物の比率
合計 19 ヶ所を最終的な調査地点とした（図－1）
。
B：景観枠を構成する看板、標識、電柱、電灯の比率
１．研究の背景と目的
日本では街路から都市近郊の山並みが見える都市が多い。
その山並みを眺めた時の印象は時に近く、時に遠く感じら
れることが経験される。山並みの緑の豊かさや美しさも山
までの距離、街路景観などの影響を受け様々に変化する。
既往研究では、大気遠近法による霞効果や遠近法による街
路風景の研究がなされているが、山の距離感や印象を街路
景観の構成要素である人工物や樹木に着目して研究してい
るものは少ない。そこで本研究では山の距離感や緑の豊か
さ等の印象が街路景観の構成によってどのような影響を受
けているのかを明らかにする。山の距離感と印象に影響を
与えている要素を明らかにすることで、都市の緑化を考え
る際に、屋上や壁面の緑化、街路樹の植栽配置等だけでは
なく、日本人の生活と密接に関わってきた文化的に価値の
ある山の緑を都市景観に取り入れる手法の向上が期待され
る。

C：景観枠を構成する樹木の比率
D：視野を占める山の比率 (山の面積／写真の面積)
E：山の見えの高さと幅の比率
F：景観枠を構成する建物の見えの高さ／山の見えの高さ
G：景観枠を構成する看板、標識、電柱、電灯の見えの高さ／山の見えの高さ
H：景観枠を構成する樹木の見えの高さ／山の見えの高さ
I：視点から景観枠を構成する建物までの距離
J：視点から景観枠を構成する看板、標識、電柱、電灯までの距離
K：視点から景観枠を構成する樹木までの距離
L：景観枠を構成する建物から山頂までの距離
M：景観枠を構成する看板、標識、電柱、電灯から山頂までの距離
N：景観枠を構成する樹木から山頂までの距離
O：視点から山頂までの距離
P：視点から山頂を見た時の仰角

図－１ 調査地点

２－２ 研究方法
三条通と御池通の 19 ヶ所において山の距離感と印象に
ついてのアンケートを実施した。なお、19 ヶ所で眺めの対
象となる山は通りの東端に見える東山とした。距離感に関
しては一か所につき 30 名（合計 570 名）
、印象に関しては

図－２ 物理量の図面構図（A～H）
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図－３ 物理量の図面構図（I～P）

図－４ 距離感の平均値と山までの実距離

４．重回帰分析による距離感と景観構成要素の分析
４－１「距離感の平均値と山までの実距離の差」が目的変
数の場合
ここでは、表－1 の物理量全てを説明変数として重回帰
分析を行った（表－2）
。決定係数が 0.5469 と悪くない値と
なっており、F（景観枠を構成する建物の見えの高さ／山
の見えの高さ）
、H（景観枠を構成する樹木の見えの高さ／
山の見えの高さ）
、K（視点から景観枠を構成する樹木まで
の距離）
、P（視点から山頂を見た時の仰角）が回帰式に含
まれていた。目的変数と F、K、P が負の相関、H が正の相
関であった。このことから、仰角が小さくなるほど距離感
と実距離の差が大きくなると判断できる。また、視点から
樹木が遠くなるほど距離感と実距離の差が小さくなると判
断できる。さらに、建物の見えの高さが山の見えの高さに
比べて大きくなるほど距離感と実距離の差が小さくなり、
樹木の見えの高さが山の見えの高さに比べて大きくなるほ
ど距離感と実距離の差が大きくなると判断できる。標準偏
回帰係数の絶対値は P>H≒K>F の関係であった。仰角の次
に景観枠を構成する樹木の見えの高さと景観枠を構成する
樹木までの距離が影響していることから、景観枠を構成す
る樹木が距離感に影響を与える大きな要因であると推測さ
れる。なお、距離感の平均値と山までの実距離の差とは距
離感の平均値から山までの実距離を引いた値である。

写真－１ 景観枠（視点場：小川通）

３．距離感の平均値と山までの実距離の関係
各調査地点で得られた 30 名の距離感のデータから外れ
値を除き平均値を算出した（図－4）
。距離感は視点が山か
ら遠ざかるにつれて一様に遠くなるわけではなく、視点の
場所によって増減することが把握できる。また、山までの
実距離よりも遠く感じる場所や近く感じる場所が存在して
いる。特に蹴上とウエスティン都ホテル（写真－2）では実
際の距離の 2 倍以上も山まで遠く感じられており、逆に富
小路通（写真－3）
、堀川御池では実際の 8 割程度の距離に
感じられている。このことから距離感には山までの実距離
以外にも街路景観を構成している人工物や樹木などが影響
を与えていると判断できる。また、三条大橋西詰と御池大
橋西詰から見る山は稜線が長く見えパノラマ型であるのに
対し、他の視点から見る山は建物の間から見えるビスタ型
である。図－4 からも分かるように、パノラマ型の山の距
離感がビスタ型の山の距離感に比べて特別な数値を示して
はいないことから、山の見え方が距離感に与える影響は小
さいと伺える。

写真－2 ウエスティン都ホテル

４－２「距離感の平均値／山までの実距離」が目的変数の
場合
ここでは、表－1 の物理量全てを説明変数として重回帰
分析を行った（表－3）
。決定係数が 0.7312 と比較的高い数
値となっており、A（景観枠を構成する建物の比率）
、B（景
観枠を構成する看板、標識、電柱、電灯の比率）
、D（視野
を占める山の比率）が回帰式に含まれていた。目的変数と
A、B は負の相関、D が正の相関であった。このことから、
景観枠を構成する建物や看板等の人工物の比率が大きくな
るほど、視野を占める山の比率が小さくなるほど距離感／
実距離が小さくなると判断できる。また、標準偏回帰係数
の絶対値は A≒B >D の関係であった。
視野における山の面
積よりも景観枠を構成する建物や人工物の影響が大きいこ
とから、見えている山の面積よりも景観枠を構成する建物

写真－3 富小路通
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や人工物を操作することが今後必要になってくると考えら
れる。

６．重回帰分析による印象と景観構成要素の分析
ここでは、16 種の心理尺度（表－4）をそれぞれ目的変
数、物理量（表－1）全てを説明変数として重回帰分析を行
った。決定係数が比較的大きいものを以下に示す。なお、
アンケートで用いた形容詞対は左の形容詞が 1、右の形容
詞が 5 となるように 5 段階で評価して頂いた。
（例）雄大 1
2
3
4
5 卑小

「距離感の平均値と山までの実距離の差」及び「距離感
の平均値／山までの実距離」の結果から、景観枠を構成す
る建物や人工物の比率、見えの高さが大きくなるほど山の
距離感が実距離よりも小さくなり、景観枠を構成する樹木
の見えの高さが大きくなるほど、景観枠を構成する樹木ま
での距離が近くなるほど距離感が実距離よりも大きくなる
と判断できる。これらのことから、景観枠を構成する建物
や看板等の人工物と街路樹の距離感への影響は比較的反対
の効果を示していることが把握できる。

表－４ 16 種の心理尺度
高い－低い
遠い－近い
雄大－卑小
整然－雑然
美しい－醜い
垢ぬけた－野暮
広い－狭い
独特－ありふれた

調和－不調和
暖かい－冷たい
開放的－閉鎖的
軽やか－重量感
緑が豊か－緑が少ない
季節感がある－季節感がない
癒される－癒されない
自然的－人工的

６－１「雄大－卑小」が目的変数の場合
決定係数が 0.4487 であり、B（景観枠を構成する看板、
重相関係数
決定係数
R
修正R
R2乗
修正R2乗
標識、電柱、電灯の比率）
、G（景観枠を構成する看板、標
0.8047
0.7396
0.6476
0.5469
識、電柱、電灯の見えの高さ／山の見えの高さ）
、H（景観
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
枠を構成する樹木の見えの高さ／山の見えの高さ）が回帰
Ｆ
-0.4440
0.0366
*
Ｈ
0.5709
0.0122
*
式に含まれていた（表－5）
。目的変数と B、G、H は負の
Ｋ
-0.5152
0.0178
*
相関であった。このことから、景観枠を構成する看板等の
P
-0.8134
0.0011
**
定数項
0.0000
**
人工物の比率が大きくなるほど、山が雄大だと感じると判
断できる。また、景観枠を構成する看板などの人工物や樹
表－３「距離感の平均値／山までの実距離」
木の見えの高さが山の見えの高さに比べて大きくなるほど、
重相関係数
決定係数
山が雄大だと感じると判断できる。山の大きさを把握する
R
修正R
R2乗
修正R2乗
際には看板等の人工物や街路樹といった概ね大きさの分か
0.8809
0.8551
0.7760
0.7312
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
っているものと山の大きさを比較している可能性がある。
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
標準偏回帰係数の絶対値は G≒H＞B の関係であった。
Ａ
-0.6321
0.0002
**
Ｂ
-0.6852
0.0001
**
６－２「調和－不調和」が目的変数の場合
Ｄ
0.3233
0.0207
*
定数項
0.0000
**
決定係数は 0.3193 であり決して高い数値ではないが、H
が回帰式に含まれていた（表－6）
。目的変数と H は正の相
５．無相関検定による印象の分析
関であった。このことから、景観枠を構成する樹木の見え
ここでは、16 種の心理尺度（表－4）を用いて無相関の の高さが山の見えの高さに比べて大きくなるほど、山は街
検定を行い、心理尺度同士の相関を考察した。5％の有意水 並みに不調和だと感じることが判断できる。
準で判定すると、
「遠い－近い」
、
「美しい－醜い」
、
「暖かい ６－３「緑が豊か－緑が少ない」が目的変数の場合
－冷たい」
、
「癒される－癒されない」の間で有意な相関が
決定係数は 0.4077 であり、H、I（視点から景観枠を構成
得られた。
「遠い－近い」と「美しい－醜い」の偏相関係数 する建物までの距離）が回帰式に含まれていた（表－7）
。
は－0.8956、
「遠い－近い」と「暖かい－冷たい」の偏相関 目的変数と H、I は正の相関であった。このことから、景
係数は－0.8180、
「遠い－近い」と「癒される－癒されない」 観枠を構成する樹木の見えの高さが山の見えの高さに比べ
の偏相関係数は－0.3907 であった。これらの結果から、山 て大きくなるほど、山の緑が少なく感じると判断できる。
が近いと感じるほど山は美しく、暖かみがあり、癒される また、視点から景観枠を構成する建物までの距離が近くな
と感じることが判断できる。また、5％の有意水準で判定す るほど、山の緑が豊かだと感じると判断できる。ここで遠
ると、
「暖かい－冷たい」
、
「開放的－閉鎖的」
、
「軽やか－重 くのものが手前のものに貼り付いて近く見え、印象が際立
量感のある」
、
「緑が豊か－緑が少ない」の間で有意な相関 つことを貼り付け効果と定義すると、山はテクスチュアが
が得られた。
「暖かい－冷たい」と「開放的－閉鎖的」の偏 同じ樹木には貼り付きにくく、テクスチュアの異なる建物
相関係数は 0.9538、
「暖かい－冷たい」と「軽やか－重量感 には貼り付きやすいといえる。また、標準偏回帰係数の絶
のある」の偏相関係数は－0.8458、
「暖かい－冷たい」と「緑 対値は I＞H の関係であることから、景観枠を構成する樹
が豊か－緑が少ない」の偏相関係数は 0.9035 であった。こ 木よりも建物の方が山の緑を把握する際には影響している
れらの結果から、山が暖かいと感じる時ほど、山は開放的 ことが推測される。なお、アンケート時に緑の豊かさを聞
で重量感があり、緑が豊かだと感じていることが判断でき く際には山の緑に限定しており、視野に含まれる街路樹の
る。
緑は対象外としている。
表－２「距離感の平均値と山までの実距離の差」
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６－４「自然的－人工的」が目的変数の場合
決定係数は 0.5677 であり、A（景観枠を構成する建物の
比率）
、F（景観枠を構成する建物の見えの高さ／山の見え
の高さ）
、K（視点から景観枠を構成する樹木までの距離）
が回帰式に含まれていた（表－8）
。目的変数と A が正の相
関、F、K が負の相関であった。このことから、景観枠を
構成する建物の比率が大きくなるほど、山の景観は人工的
だと感じると判断できる。また、景観枠を構成する建物の
見えの高さが山の見えの高さに比べて大きくなるほど、山
は自然的だと感じると判断できる。さらに、視点から景観
枠を構成する樹木までの距離が大きくなるほど、山は自然
的だと感じると判断できる。視点から景観枠を構成する街
路樹までの距離が遠くなるということは街路樹のディテー
ルを把握するのが難しくなることを意味する。つまり、景
観枠を構成する樹木のディテールがはっきり見えてしまう
と、テクスチュアが同じ山の印象は薄れることが推測され
る。
標準偏回帰係数の絶対値は A＞K＞F の関係であった。

表－８「自然的な感じ－人工的な感じ」
重相関係数

決定係数
修正R
R2乗
修正R2乗
0.7998
0.7535
0.6397
0.5677
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
Ａ
1.0339
0.0002
**
Ｆ
-0.3932
0.0315
*
Ｋ
-0.8715
0.0010
**
定数項
0.0000
**
R

７．まとめ
本研究での結果を下記にまとめる
1） 距離感は視点が山から遠ざかるにつれて一様に遠くな
るわけではなく、視点の場所によって増減する。
2） 重回帰分析より、視点から景観枠を構成する樹木が遠
くなるほど、景観枠を構成する建物の見えの高さが山
の見えの高さに比べて大きくなるほど山の距離感と
実距離の差が小さくなり、景観枠を構成する樹木の見
えの高さが山の見えの高さに比べて大きくなるほど
距離感と実距離の差が大きくなると判断できる。ただ
し、建物の見えの高さは実高ではなく視点場からの距
離によって変化する。
3） 心理尺度間の偏相関係数より山が近いと感じるほど山
は美しく、暖かみがあり、癒されると感じることが判
断できる。
4） 重回帰分析より、景観枠を構成する樹木の見えの高さ
が山の見えの高さに比べて大きくなるほど、山の緑が
少なく感じると判断できる。また、視点から景観枠を
構成する建物までの距離が短くなるほど、山の緑が豊
かだと感じると判断できる。
5) 重回帰分析より、視点から景観枠を構成する樹木まで
の距離が遠くなるほど山は自然的だと感じると判断
できる。

広い、高い、雄大といった山の大きさから独特、季節感
がある、癒されるといった情緒的な印象にわたって多頻度
で G、H が回帰式に含まれた。このことから山の印象には
「景観枠を構成しているものの見えの高さ」が比較的影響
していると判断できる。また、G はどの印象とも負の相関
であり、H はほとんどの印象と正の相関であった。このこ
とから、人工物の見えの高さが大きくなるほど山の印象は
良くなり、樹木の見えの高さが大きくなるほど山の印象は
悪くなると判断できる。山の距離感では人工物のうち建物
の影響が比較的大きかったが、山の印象では看板や電灯と
いったよりスケールの小さいもの、概ね大きさの推測でき
るものが影響していた。
表－５「雄大な感じ－卑小な感じ」

距離感、印象ともに景観枠を構成する人工物の比率や見
えの高さが大きくなるほど山の距離感が近く、印象も良く
なる傾向があった。逆に景観枠を構成する樹木の比率や見
えの高さが大きくなるほど山の距離感は遠く、印象も悪く
なる傾向があった。ここで遠くのものが手前のものに貼り
付いて近く見え、印象が際立つことを貼り付け効果と定義
すると、
山はテクスチュアが同じ樹木には貼り付きにくく、
テクスチュアの異なる建物や人工物には貼り付きやすいと
いえる。

重相関係数

決定係数
修正R
R2乗
修正R2乗
0.7352
0.6698
0.5406
0.4487
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
Ｂ
-0.2793
0.1512
Ｇ
-0.5211
0.0122
*
Ｈ
-0.5494
0.0072
**
定数項
0.0000
**
R

表－６「調和している感じ－不調和な感じ」
重相関係数

決定係数
修正R
R2乗
修正R2乗
0.5976
0.5651
0.3571
0.3193
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
Ｈ
0.5976
0.0069
**
定数項
0.0000
**
R
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表－７「緑が豊かな感じ－緑が少ない感じ」
重相関係数

決定係数
修正R
R2乗
修正R2乗
0.6881
0.6385
0.4735
0.4077
回帰式に含まれる変数（偏回帰係数・信頼区間等）
変 数
標準偏回帰係数
Ｐ 値
判 定
Ｈ
0.3156
0.1106
I
0.6918
0.0019
**
定数項
0.0000
**
R
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