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環境の美しさに対する強烈な認識は、突然の啓示としてやってくるのが普通である。

ありふれた、そしてつまらない景色でさえ、以前 には気づかれていなかった面を

表すことがあり、現実 へのこのような新 しい洞察が、時 には美として経験される

のである。
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第3章 では林 内 トレイル を歩行す る現 実の レク リエー シ ョン利用者 が,実 際 に体 験 し

た 景観 を抽 出す るた めに,芦 生演 習林内の トレイルAに お いて,写 真 投影 法 によ る現地

調査を行った。そ して,二 つの観 点か ら林 内 トレイルにお ける景観体験 の把握 を試み る。

一 つは ,実 際 の林 内で人間の移 動 に伴 って現れ る様 々な景観 の うち,ど のよ うな景観

の 型(タ イプ)が 景観体験 として認識 されやす いのかを明 らかにす る ことで ある。 この

ことはまた,一 般的 な樹林地 を景観操作 の対 象 ととらえた際に,そ の景観 中のいかな る

部分 の樹林地 を操作対象 と して重視 すべきなのかを示す ことで もある。そ して,抽 出 さ

れた景観型 は次章以降 の議論 にお ける基盤 的な情報 として も利用 され る。

もう一つ は,利 用者の基本的な行 動形態の違 いに伴 う,こ れ らの景観 型 に対 す る認識

されやす さの相違 を明 らか にす ることである。認識す る主体 の側 の 目的や行 動 とい った

要因 によって,同 じ林内 トレイル において も異 なった景観体験 が形成 される と考 え られ

る。 この点 につ いて も本章で検 討 を試み る。

3.1方 法

3.1.1調 査 手 順

現地調査 は1998年5月30(土),31(日)の2日 間 にか けて,両 日 とも午前8時

頃よ り行 った。 いずれ もおだやかな晴天 日であった。

調査 で は,原 則 として トレイルAの 起点(演 習林事務所前)を 通過 して入 林 した全来

訪 グル ー プに対 して調査協 力を依頼 し,調 査趣 旨を理解 し協 力に応 じたグル ープ1組 に

つき1名 の被験者 をグループの意志 に もとづ き抽 出 した。被験者 に対 しては,レ ンズ付

き フィルム(以 下,単 にカメ ラとす る)を 配布 レ 当初 の 目的 に したがって 自由 に行 動

して よい ことを伝 え,そ の行動 の中で良い と感 じた風景 を撮影す るよ う指示 した。被験

者の負担をでき るだ け軽減す るため,撮 影 内容等の自己記録を行 う帳票 は用 いなかった。

また,被 験者 の第一印象での景観体験 を重視す るため,撮 影 は散策 の往路 のみに限定 し



た 。調査 に用 いた カ メラはISO800,フ ラッシュ付き27枚 撮 りで あ り,IDナ ンバー と

被験者 グル ー プ の写 し込み に各1枚 を要 したため,撮 影枚数 は最 大25枚 と した 。 カ メ

ラの配布 ・回収時 に質問紙 調査 をあわせて行い,芦 生への来訪経験,同 伴の グルー プ全

体 の性別 ・年齢構成,来 訪の 目的,居 住 地,交 通 手段等 を確認す る とともに,カ メラの

配布 ・回収時刻 を記録 した。

3.1.2被 験 者 の 概 要

被験者数 は2日 間で48名,林 内泊の2名 以外は 日帰 り利用者 であ った。

表3.1に,被 験者属性 の概 要 をま とめた。年代別 では50代 以 降が半数以上 を占め

て いた 。 グルー プの人数 をみる と,夫 婦 な どのふた り連 れのグループが もっと も多 く,

単独 での 来訪 も11名 み られた。初 めて芦 生を訪れ る利用者が約 半数 であ ったが,か な

り頻繁 に訪れて いる被験 者 も若干 名見 られた。来訪 目的はハイ キ ングと植物 観察 が中心

で,水 遊 びやキ ャンプな どの滞留型 の利用 は少数 であった。演習林 内での滞 在時 間につ

いて は,2時 間以内 の比較 的短時 間の利用 を行 うグルー プ と,4時 間を こえて長時 間滞

在 す る グループの分化 がみ られ た。来訪者 の居住地 は京都府 内のほか,大 阪や神戸周辺

な どの 大都市周辺部 が中心 であった。抽 出され た被験者 は,近 年 のハ イキ ングや 山歩 き

の中心的な層を反 映し,ま た,芦 生へ の来訪者 の標準的なサ ンプル である と考 え られ る。



表3.1被 験者の概 要

Table3.1:Description of participants

※ 全数に満たない分は 「不明」である



3.2景 観 型 の分 類

解析の対象 とな った写真は,露 出不足 等で判別 不能な29枚 を除 き,861枚 で あった。

得 られ た写真 に対 して,図3.1に 示 した分類 フロー に基づ いて分類群 のラベ ル付 け を

行 った 。 あ らか じめ分類 フロー を定義 す ることで,被 験 者 に対 して撮影 理 由を問えない

条件で の写真投影法デー タの分類 に再現性 を持たせ る ことを意 図 した。

本論 で は,主 に林内 トレイルの基本 的な空間構造 に重点 をお いて議論 を展 開す る こと

か ら,植 生以外の被写体や,林 床 ・草 本層につ いて は比較的粗い分類に とどめた。 また,

橋梁 は人工構造物 と して,林 内で は トレイル以上 に強 い焦点性 を持つ要素で あ ると考 え

られ る ことか ら,独 立 した分類 と した。

この フロー によって,最 終的 にそ れぞれの写真 には1つ か ら複数 の分類群 ラベルがつ

け られた 。 そ して,共 通の分類群 ラベル を持つ景観 の集合 を,「 景観型」 と定 義 した。

したが って,「 林内景」 といったよ り上位 の分類群 によるものか ら,「 林 内 ×針葉樹林

× トレイル 含む ×ビス タ」のよ うに,最 も末端の分類群 によ るものまで,い くつか の レ

ベル の 景観型が存在す る。最末端 の分 類群か らな る景観 型は,こ れ以上 の分類 がで きな

い ことか ら,景 観体 験の基本単位 とな る景観 型と考えた。図3.2に 分類 の例 を示 した。

操作対象 とな りうる一般 的な樹林 地 空間 に該当す る最末端の景観型 を,認 識 されやす

さの 指標 と考 え られ る,撮 影枚 数,選 択 率(全 被験 者48名 に対す る撮影者 数 の割合)

とあわせて,撮 影 者-視 環境 間の空 間的なパターン図として示 したのが図3.3で ある。

図 に示 された 以外 の 景観型の撮影 枚数,選 択率は,「 大径木」が撮影枚数49枚,選 択

率47.9%,「 特徴 の ある樹木 」が16枚,29.2%,「 林 床 ・草本層」 が211枚,91.7

%,「 動物」が25枚,20.8%,「 人物 」が7枚,8.3%で あった。

森林 を対象に撮影 された景観 は,一 見連続 的で曖 昧で あることが多 いた め,操 作対 象

化す るための普遍的なタイプ分類が提 示され ることは少なか った。 しか しなが ら,図3.

3の 空間的パター ンに示 されたよ うに,こ れ らの基本的単位 とな る景観型 を示 した こと



図3.1解 析 対象 写真 の分類 フ ロー

Figure3.1:Flow chart of photograph classification



図3.2分 類の例

Figure 3.2: Examples of classification



図3.3抽 出され た景観型の 空間パ ター ン

Figure 3.3: Spatial patterns of captured landscape types



によ り,林 内 の散策行動 に伴 って注 目されやす い景観 のタイプのい くつか を抽出す る こ

とができた と考 え られる。

しか しなが ら,今 回の結果で は,特 定 の地点 をほ とん どの被験 者が全 く同じよ うに共

通 して 撮影す る とい う場合 は見 られなか った。被験者 間での認識 の仕 方 にある程度の共

通性 はある ものの,現 実 のシー クエ ンス景観 に埋 め込 まれた体験 の中 にお いては,認 識

され るか されないか を,法 則的 にと らえ ることは困難 である ことを示 して いる。

選択 率 の多 い ものにつ いて見てみ ると,ま ず樹林 を主対 象 とした林 内景の 中で,選 択

率 が 高 かった型 は,天 然林 の見透 か し景(選 択率77%)が 顕著 であ り,人 工林の平坦

地 の 景(33%),山 側 ヘ カ ー ブす る トレイ ル を含 む天 然林 の景(27%),人 工林 内の

トレイルによる ビスタ景(25%)な どが比較的高 かった。

林外 景では,水 辺 を含んだ 中～遠 景の眺望景(65%)が 多 く選択 されていたが,橋 上

を視点 とす る場合(48%)が 顕著 に多かった。また,河 川流路 の内部 か ら周 囲の森 林 を

近景 で見 る景観型(40%)も 多 く選択 され ていた。そ して,橋 梁 自体 もビスタ的な景観

(35%)と して,あ るいは視野 を横 断す る 主被写体(29%)と して,多 く選択 されて

いた。

大径木 の景(48%)や 特徴 的 な樹木 の景(29%)も,比 較 的選択率 の高 い景観 型で

あった と言え る。

これ らの選択率の高 い景観 型は,人 の視覚 の中で 「図」 として認識 されやす い部 分で

あ り,演 出す る ことによって高い効果が期待 され るパ ター ン といえよ う。

で はそれぞれの景観 型にとって樹林地は どのような意味を持って いるだろ うか。 まず,

林地 のみか らな る林 内景につ いてみ る。 「平坦地」 と 「斜面正対」 の景観型 は,一 般 的

に林 内景観評価 に使われやす い景 といえる。立木密度や枝下高,林 床植生高 といった林

内景観 の 操作指標 は,こ うした景観型 を基本 と して いるが,選 択率で見 る とこれ らの景

観型 は,林 内 における景観体験 を部分的 に しか代表 して いな いように思われ る。 また,

人工林 と,天 然林 の問には撮影枚数や選択率では大 きな違 いはな いものの,構 図的な 内

訳 には大きな違 いがみ られ る。 「見上 げ」 の構図 は人工林 よ り天然林で よ り選択率が高



く,高 木の樹冠が谷を両側か ら覆っている 「微細谷地形」 は天然林 の場合で のみ現 れる。

「平坦地」 は人工林の方が選択率 が高 く,「 斜面」 の場合 には,人 工林で は正対 した景

観型 が,天 然林では正対せず に斜 め方 向か らみた景観型が多 く現れ た。 この対比 は,人

工林 の景が よ り整然 とした構 図で好 まれやす いのに対 して,天 然林 の景 は幾何学 的構 図

か ら若干逸 脱 した状態 で好 まれやす い ことによると考 え られ る。

トレイル を含 む林 内景について も,「 ビス タ」のよ うに整然性 を求め られ る構 図には

人工林 が 多 く,天 然林 は少 なか った。 トレイル を含 む景 にお いて は,ト レイル上 の立木

のな い部分 がオープ ンスペース として歩行者の視線 を誘導 した。 「山側カー ブ」で は屈

曲点の谷側に当たる樹林地に視線が誘導 されやす いと考 え られ る。一方,「 谷側カー ブ」

では谷側の樹林地の立木密度が高けれ ば,屈 曲点の山側 の斜 面 に視 線が誘導 されやす く,

谷側 の樹林地 の立木密度が低 い状態 であれば,谷 側 の樹林地 を見 通 してカー ブの さ らに

先に視線 が誘導 され るもの と思われ る。

水辺 を含む林 内景 の撮影 枚数は非常 に多 く,そ のほ とん どが樹林地 を通 してその奥 に

ある水面 を見 る 「見透か し」景であった。 また,特 徴 的な形態 の樹木や大径木 を単木 で

含 む 場合 も見 られた 。 これは,眺 望-隠 れ 家理論(Appleton,1996)に 相 当す る景で

ある。天然林 では,水 辺を含 む景の方が トレイル を含む景 よ り選択率が高 かった。天然

林 が 水景 との相性がよい一方,人 工林で は トレイル を含む景が水辺 を含 む景 よ り選択 率

が 高 か った。 これは,整 然 とした林縁 を形成 し植栽密度 も高 い人工林 は,視 線 を トレイ

ルの進行 方向 に誘導す る性質 が強 く出るた めと考 え られ る。

林外景 も水辺 との組み合わせの景観型で選択率が高かった。さらに視点場 との組み合

わせでみると,と くに橋上を視点とした場合の眺望景の選択率が高かった。反対に流路

からは近景の選択率が高 く,水 際における植生と水面の組み合わせが重要であることを

伺わせる。

橋梁 は視点で ある と同時 に,林 内の重 要な視対象 で もあった。橋 を渡 る際 に得 られ る

ビスタ 的 な景観や,橋 が視 野 を横 切る構 図は選択率が 比較 的高 く,背 景 となる樹林地 と

ともに景観上 のポイ ン トと して配慮すべ きであろ う。



道路 の屈曲点 にお ける樹林 の配置,伐 開や,道 路か らの見透か し,橋 の利用 といった

技法は,こ れ まで にも景観演 出のために有効な手法と して提言 されて きた(例 えば堀 ら,

1997)。 以上 の 結果 か ら,実 際 の レク リエー シ ョン利用者 が こうした技法 の原形 とな

る景観型 をかな りの程度認識 して いる ことが 明 らか にな り,環 境心理的な観点か ら一般

の人 々が いか に林 内 トレイル に展 開す る景観 を認識す るかが示 された。 また,天 然林 に

お ける 「見上 げ」や 「微細 な谷」 といった,景 観的なポイ ン トとな りうる新た なパ ター

ン を含め,こ こで抽 出され た景観型 は自然地域 にも導入が可能な造園的技法 と考 え られ

る。



3.3利 用形態 と認識 された景観型 との関係

現実 の レク リエー シ ョン利用時 に認識 される森林 景観 は,来 訪 時のグルー プ構 成や主

目的,経 験 な どによって 影響 され ることが指摘 されている(奥 ・深町,1999,図2.

2参 照)。 そ こで,質 問紙 調査 に基 づ く来 訪 目的 とグル ープ人数 か ら,A:少 人数観 察

型(グ ル ープ人数2名 以下,観 察 を目的 とする),B:少 人数 遊歩 型(グ ループ人数2

名以下,観 察 を 目的 とせず,ハ イキ ングのみ,あ るいは水辺 での活動 を 目的 とす る),

C:団 体観察型(グ ループ人数3名 以上,観 察 を目的とす る),D:団 体 遊歩型(グ ルー

プ 人数3名 以上,観 察 を目的 とせず,ハ イキ ングのみ,あ るいは水辺 での活 動を 目的 と

す る)の4タ イ プ に被験者の利用 形態 を区分 して,景 観体験 の相違 を検討 した。少人数

観察型13名,少 人数遊歩型11名,団 体観察型13名,団 体遊歩型11名 であった。

図3.4に は利用 形態 ごとに景観型 の撮影枚数比率 を示 した。景観型 によっては,利

用形態 を反映 して撮影 枚数比率 に何点か の違 いが み られ た。

林 内景 の撮影枚数 比率は,団 体観察型 の利用形態が他 の形態 に比べ て有意 に低 かった

(x2検 定,p＜.01)が,少 人数観察型 は林 内景 の 撮影枚数比率 が40%を 超 え最 も高

か った 。橋梁 や トレイル といった林 内の人工的な要素 につ いて も,団 体観察型 で撮影枚

数比率が低く現れた(p＜.01)。 また,林 外景は,少 人数遊歩型で最 も高 く(p＜.01),

水辺 を含む景の撮影枚 数比率 は,遊 歩型 の形態が観察型 に比べて高か った(p＜.01)。

一方
,大 径木の よ うに特殊な樹木は,利 用形態 間で大きな違いは見 られなかった(p＞.1)。

林床 ・草本層は 団体観察 型で撮影枚数比率が高 く(p＜.01),林 内景 の場合 と対照 的で

あった 。動物の撮影 枚数 比率 も,団 体観察型が最 も高か った(p＜.01)。 人物 中心 の写

真 は少人数型の形態 では撮影 されなか った。

図3.5に は 利用 形態 ごとに各景観型 の選択率,撮 影者1人 当た りの撮影枚数 を示 し

た 。下位 の レベルで の分類 による景観型の撮影 傾向 と,そ の景観型が含 まれ るよ り上位

の レベルの景観型 の撮影傾 向 とは異な る場合が あった。



図3.4利 用形態別にみた景観型の撮影枚数比率

Figure3.4:Proportion of landscape types photographed by each visitor type



図3.5利 用形態別にみた景観型の選択率と1人 当た りの撮影枚数

Figure 3.5:Selected ratio and number of pictures per person of landscape types

photographed by each visitor type



林 内景 の選択率はいずれの利用形態で も高 く,特 に少人数観察型 で撮影者 当た りの撮

影枚数 が多 い傾向が見 られた(以 下,撮 影枚数 の比較 につ いて はt検 定,P<.05)。 林

内景 の うち天然林の景では選択率 は団体型 で高 くな る傾向(以 下,選 択率 の比較 につい

て はX2検 定,p<.1)が み られる一方 で,撮 影者 当た りの撮影 枚数 は少 人数型 が多 く

な る傾向(p<.01)を 示 した。 また,ト レイル を含 む景,水 辺 を含む景 にお いて観察型

で 選択率 が 低 く,遊 歩型 の方 が選択率が高 くな る傾向がみ られた(p<.1)。 さ らに,

林地 に複合する要素 と樹種 との組み合わせで検討す ると,水 辺 を含む景で は観察型 と遊

歩型 の 差が人工林 の方 で大 きい傾向がみ られた。林地のみの景では,少 人数遊歩型 にお

いて 天然林 の選択率 よ り人工林の選択率が低 く,撮 影 者当た りの撮影 枚数で はそ の逆 の

傾向 を示 した。団体観察型 は トレイル を含む天然林の景の選択 率が低 い傾向がみ られた

(p<.1)。

林外 景は少 人数遊歩型で撮影者 当た りの撮影枚 数が多 かった(p<.05)。 この傾向 は

とくに水辺を含む景で顕著で あ り,林 地のみの場合 にはそ うした傾 向はみ られなか った。

林床 ・草本層は観察型で撮影 者当た りの撮影 枚数が多 くなる傾向がみ られた(p<.05)。

動物は団体観察型が選択率(p<.01),撮 影者 当た りの撮影枚数(p<.1)と もに高か っ

た。

以上 のように,利 用形態 の違 いに伴 って,認 識 されやす い景観資源 に も様 々な相違 が

み られた 。利用形態 の4区 分は,人 数 につ いては,静 か に 自分 たちのペースで行 動 した

いか,あ るいは他者 との相互 関係 の中で行動 した いか という態度 に関連す る と考 え られ

る。 また,目 的 については,好 奇心 を満たそ う とす る態度か,あ るいは 日常 を離れ て行

楽 に徹 しよ うとす る態度 に関連す る と考え られ る。 こう した態度 の違 いによって,選 択

されやす い景観 型の違 いについて も説 明で きるだ ろう。

例えば,団 体観察型は,観 察を同様に目的とす る少人数の グルー プ と比較 して,林 床 ・

草本,動 物 といった比較 的ミクロな景の選択率,撮 影 枚数が高か ったが,こ れ は互 いに

類似 した興 味を持つ 人が何人か いる方が,興 味対 象 を発見す る確 率が高 いため と考 え ら

れ る。 また,ミ ク ロな景 に対す る指向の強 さが,逆 に林内景の撮影 比率の少な さに現れ



て くるのであろ う。 団体観察型 では,天 然林内の トレイルや橋梁 とい った林内の人工的

な 要素 に対 し,団 体遊歩型 とは対 照的 に選択率,撮 影枚数比率 が低 く現 れたが,こ れ ら

の 要素 は人々の行動様式 によって,必 ず しも風 景的な対象 と見 な されない ことを示 して

いる 。逆 に,遊 歩型で は トレイルや水辺 を含 む景を,遊 びや行 く先の楽 しみ を誘発す る

要素 として風景 的に好 ま しくとらえている と考 え られ る。 さ らに,団 体型 では グルー プ

の リー ダー 的立場 にある人の景観 の見方,興 味の方 向が強 く影響 を与えている可能性 も

指摘 できる。

少人数型 をみ る と,林 内,林 外 あわせ た林相 の撮影枚数比率が高 く,よ り広 い視 野か

らみた森林 の雰 囲気 を評価 している。 中で も,少 人数遊歩型で は林外景 の撮影 が多 く,

一歩 引 いて 見 るかたちで森林 を景観資源 として利用 して いた。観察 型や 団体 の グループ

に比 べ,行 動上 の制約が少ないため,水 辺 な どの眺望が のぞ めるオープ ンな空間 を自発

的に選択 し,比 較的長 く利用 しているためではないか と考 え られ る。

Hull et al.(1992)は,「 平均 的なハイカー」 というもの を想定す る ことは疑 問であ

り,現 実 の利用者は環境 に対 して異 なった反応 を示す い くつか のタイプか ら構成 される

と考えるべ きだ と して いる。本研究の結果か らも,景 観の見方の違 いにみ られ るよ うに,

被験者の環境 に対 する態度 によるタイ プ区分 は有効で あると考 え られ る。



3.4本 章 の ま とめ

本章 では 写真 投影 法を用 いた景観体験 の把握の試みか ら,以 下 の点 につ いて示す こと

ができた。

・林 内散策行動 の条件下 で景観体験 の対象 とな りやす い景観 の型が抽 出され,そ れぞれ

の景観 型 について,空 間的なパ ター ン図 として示 した。

・特定 の地点 をほ とん どの被験者が全 く同 じように共通 して撮影 す るという場合 は見 ら

れず,現 実 の シークエ ンス空 間にお いて,あ る景観 が認識 され るか されな いか を法則 的

に とらえる ことは困難 である ことが示 された。

・樹林 を主対象 とした林 内景 の中で は,水 辺 を含 んだ天然林 の見 透か し景の選択率が顕

著 に高 く,そ の他 に選択率の高か った型は,人 工林 の平坦地 の景,山 側 ヘカー ブす る ト

レイル を含 む天然林 の景,人 工林内の トレイル による ビスタ景な どで あった。

・林外景 で は,水 辺 を含んだ 中～遠 景の眺望 景が多 く選択 されていたが,橋 上 を視点 と

す る場合 が顕著 に多か った。 また,河 川 流路の内部 か ら周 囲の森林 を近景で見 る景観型

も多 く選択 されて いた。

・橋梁 自体 も ビス タ的な景観 として,あ るいは視野 の中の主被写体 として,多 く選択 さ

れて いた。

・大径木 の景や特徴的な樹木の景 も,比 較 的選択率 の高 い景観型 であった。

・一般的 な写 真評価 実験 に利用 できるよ うな平坦地 ,あ るいは斜面 に正対す るよ うな景

観型 の 選択率 は決 して高い とは言 えず,林 内にお ける景観体験 を部分 的に しか代表 して

いなかった。

・その 一方 で,従 来 か らの造 園的技法や理論で ある ビス タや見透か しな どに相 当す る景

観 型 は,実 際に現地 を歩行す る利用者 の景観体験 として も認識 されやす い ことが 明 らか

にされた。

・人工林 と天然林 の違 いによって,類 似 の地形的条件で も景観型 の選択率が異な る場合



が あ り,林 地 を構成す る樹種の違 いが景観 型の選択 に影 響 している ことが示 された。

また,被 験者 の利用形態 との関係か らは,以 下 の ことが示 された。

・来訪 の 目的や来訪時 の同行者の人数な どの違いによって,景 観体験 の対 象 とされ る景

観資源 に も相違が み られ る ことが明 らか にされた。

・団体観察型は林床 ・草本,動 物といった比較 的ミク ロな景の選択率,撮 影 枚数が高 く,

トレイ ルや 橋梁 と言 った林内の人工的要 素に関 して は低か った。逆 に団体 遊歩型では ト

レイルや水辺 を含む景 を,積 極的 に選択す る傾 向があった。

・少人数型 は林相 自体 の撮影 枚数 比率 が高 く,特 に少人数遊歩型 で林外 形の撮影枚 数が

多か った。
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第4章 林内 トレイル における景観

体験の時間的生起パターン

Chapter 4.Temporal occurrence pattern of landscape experience on

a forest trail

われわれの知覚は対象へと到達するが、対象がひとたび構成されると、こんどはそ

の対象の方が、それについてわれわれが過去にもっていた、あるいは今後もち得べ

き一切の諸経験の理由[根 拠]と なって現出するようになる。

Maurice Merleau-Ponty



第4章 では,前 章 で写真投影 法 を林 内 トレイルの景観体験 を空間的な面か ら理解 す る

手法 として利用 したの と対照的 に,写 真投影 法を林 内 トレイル での景観体験 が どのよ う

な時間的分布 で生起す るのか を明 らか にす るため に利用 する。

林 内 トレイル の利用者 にとって周囲の環境 は,常 に観賞 の対象 とな って いるわ けで は

ないだろ う。行程 の最初か ら最後 まで,目 に映って いる環境 を風 景 として評価 し続 けて

いるのではな く,何 らかの契機(見 晴らしや特徴 的な植物,サ イ ン,投 棄された廃棄物,

動物 ・昆 虫類 の 出現,周 囲の人 との会 話な ど)に よって,周 囲の環境 を風 景 として意識

す る状態 が生 じ,時 間の経過 に伴 ってまた元 の状態 に戻 る,と い う過程 の繰 り返 しと考

える ことがで きる。

本章 で は,上 記の ような作業仮説 の もとに,林 内 トレイルで の散策行動下 で,良 好 と

感 じられ る景観体 験,す なわち周 囲の環境 を風景 として意識す る状態が 生起す る時間的

分布を統計的手法を用 いて明らかにす る。さ らに,そ こか ら景観体験 の時 間的生起パ ター

ンにつ いての概 念図 を提示す る。

また,写 真投影 法 については,被 験者が意 図的 に写真 を使 いきろ うとす る行為 がある

ので はな いか という指摘 が従前 よ りされて きたが,そ の実態が実証的 に示 され た ことは

なか った。撮影 の時間的分布 のデー タに基づ き,こ の点 につ いて も考察 を加 える。

4.1方 法

4.1.1調 査 手 順

芦生演 習林 内 の2つ の トレイル を対象 として行 った。以後,由 良川本流下部 の トレイ

ルAに おける調査を 「調査A」,最 上流部の上谷沿いの トレイルBで の調査 を 「調査B」

とする。

調査Aは,1999年6月12日(土 曜 日),13日(日 曜 日),2000年8月5日(土

曜 日),9月2日(土 曜 日)の4回 にわたって行 われた。演 習林事 務所前 を調査起点 と



し,合 計36名 の一般来訪者 に対 して,レ ンズ付き フィルム を配布 して,散 策の往路で

のみ良い と感 じた風景を撮影す るよう指示 した。調査 に用 いたカメ ラはISO800,フ ラッ

シュ付 き27枚 撮 りで あ り,IDナ ンバー と被験者グループの写 し込み に各1枚 を要 した

ため,撮 影枚数 は最大25枚 で ある。被験 者 にはカメ ラに加 えて,撮 影 した時刻 と撮影

内容(選 択肢式),折 返 しの 地点 と時刻 を自身で記録す るためのB5サ イズ1枚 の帳票

を ク リップボー ドに挟 んで渡 し,記 入す るよ う求 めた。 カメ ラの配布 ・回収 時 には質問

紙調査 をあわせて 行 い,芦 生への来 訪経験,同 伴 のグルー プ全体 の性別 ・年齢構 成,来

訪 の 目的 ・動機,居 住地,交 通手段等 を確認す る とともに,調 査起点 か らの出発 時刻,

起点へ の帰到時刻 を記録 した。

調査Bは2002年6月16日(日 曜 日)に 行 われ た。調査Bで は,滋 賀県 を拠 点 に活

動 して いる 自然活動団体 の協 力を得 て,こ のグルー プが企画 して行 った芦 生演 習林 での

ハイキ ング に 同行 し,参 加者 に写真投影法調査 を依頼 した。参加者 に対 して は事前 に調

査 を実施 する ことは伝 えず,当 日,現 地で調査趣 旨を説明 し,調 査Aと 同様 に,散 策 の

往路 でのみ 良 いと感 じた風景 を撮影す るよ う指示 し,同 様の帳票 を用 いて撮影時刻 と撮

影 内容 を記録 した 。未就学児 を含 む31名 の 参加者 のうち調査 には28名 が参加 し,そ

の うち今 回は中学 生以 上の20名 のデー タを用 いた。10時50分 に演習 林 の地蔵峠入 山

口を 出発 して か ら,約3km,2時 間半の行 程 を対 象 とした。行 程 中はと くに集合 して

の説明等 は行わ れず,各 人が 自由なペースでハイキ ングを行 った。

4.1.2解 析

撮影時刻 の記録 が 完全 に揃 い,か つ往路 の行程 が1時 間以 上 あ った被 験 者,23名

(調査A12名,調 査B11名)に ついて,景 観体験 の時間的生起パ ター ンの解 析 を行 っ

た。

景観体験 の 時間的生起パ ター ンは,時 間軸 とい う直線上 に分布す る点 の分布パ ター ン

と見 なす ことができ,こ の時間軸 上の点 の分布 は,規 則的な もの,集 中的 な もの,ラ ン



ダムな もの,の3つ に分 ける ことがで きる。

ここで撮影 間隔が ランダムであ るとす ると,被 験者 の出発か ら折 り返 しまでの時間 を

等時間間隔 の 区画 に分割 した とき に,そ の一区画 で撮影 が行わ れる回数の確 率はポア ソ

ン関数 によって 与 え られ る。 ポア ソン分布 では,平 均(X)と 分散(S2)が ともに,

生起 す る事象 の密度,す なわち(撮 影 回数/区 画 の個数(n))と なるので,分 散の平

均 に対す る比率(分 散-平 均比)は 常 に1で ある。従 って ランダム分布 でな けれ ば,こ

の 分散-平 均比 は1か ら大 き く外れ,1よ り大きければ集 中分布,1よ り小 さけれ ば規

則分布 の傾 向が ある ことを示す。 さ らに1か らの差異 の有意性 を検定 するため に,次 式

の統 計量を利用す る ことがで きる。

この統計量 は 自由度n-1のt-分 布 に従 うことが知 られ ている(奥 野,1977)。

また,森 下 のIδ 指数(Morisita,1971)は,分 散-平 均 比 と同様,Iδ=1で ラン

ダム分布,Iδ<1で 規則分布,Iδ>1で 集 中分布 であるが,分 布 の形態 を判定す るだ

けでな く,集 中分布 の場合 にはその集 中度 も表す ことが知 られ ている。

そ こで 本研 究では,各 被験 者の出発 か ら折 り返 しまでの時 間を,図4.1の よ うに,

約3分,5分,10分,15分 の4種 類 の 間隔で等時 間間隔の区画 に分割 し,そ れぞれ分

散-平 均比,お よび 森下 のIδ 指数 を求 めた。 さ らに分散-平 均 比 についてはt統 計量

による検定 を行 って,分 布 パター ンの判定 を行 った。

さ らに,集 中分布 と判定 された被験者 について,実 際 に撮影が集 中 している部分 を抽

出 し,そ の間の撮影対 象 について検討 を加 えた。

4.1.3被 験 者 の概 要

表4.1に,23名 の被験者 につ いて 属性 の概要 をま とめた。調査Aで の被験者 は個



人や 数名で訪れた利用者か ら団体 で訪れ た利用者 まで を含むが,調 査Bは 調査設計 上の

理 由か ら,団 体での来訪者のみ となって いる。また,芦 生への来訪 回数 につ いて は,A,

B両 調査 の間で違 いがみ られ,調 査Aの 被験者 は来訪回数が比較的多 い層が 中心 で,調

査Bで は初めて来訪 した被験者が 中心 とな って いた。その他,年 齢層や来訪 目的,滞 留

時 間等 は両者で大きな相違 はない。 したが って,本 章の被験者集 団は芦生 を訪れ る標準

的な層 と大差はな いと考え ることが できる。



表4.1被 験者の概要

Table 4.1:Description of participants



黒丸は被験者がその時刻に撮影したことを示す。

図4.1撮 影時間の分布パターン把握のための時間区画分割手順

Figure 4.1:Procedure for dividing time into segment for analyzing patterns of

photograph distribution



4.2景 観 体 験 の時 間的 生 起 パ ター ン

各被験者 につ いて の分散-平 均比 とその検 定結果,森 下 のIδ 指 数 を表4.2に 示 し

た 。図4.2は,森 下 のIδ 指数 につ いて視覚 的 に比較 できるよ うグラフで図示 した も

のであ る。分散-平 均比 の検 定か ら,い ずれかの区画サイ ズで撮影 間隔に有意 な集 中分

布 の 傾 向 が見 られ た被験者 は,43%(10名)で あった 。調査Aで は12名 中4名 にい

ずれか の 区画 サイズ で集 中傾向が見 られ,調 査Bで は11名 中6名 にい ずれかの 区画サ

イズ で 集 中傾 向が見 られた。一方,規 則 分布 の傾 向を示 した被験 者は調 査Aに お ける1

名 だけで あった。 いずれの 区画サイズ において もランダム分布 を示 したのは,調 査全体

を通 して52%(12名)で あった。

図4.2で は,い ずれか の区画サイズで有 意な集 中傾 向が見 られた被 験者 を実線で表

し,い ずれ の区画サイズ にお いて も集 中分布 が認 め られなかった被験 者 を破線で表 して

いる。 区画 サイズ 別 に見 ると,集 中傾向のある被験者 は,15分 の区画の場合35%(8

名),10分 区画 の場合35%(8名),5分 区画 の場合22%(5名),3分 区画 の場

合26%(6名)で あった。15分 ある いは10分 区画 の場合 の方が,5分 あるいは3分

区画 よ り多 くの被験者で集 中傾向が見 られる ことが示 され た。 また,5分 あるいは3分

区画 で 集 中傾 向 の見 られ る被験 者 は,同 時 に15分 ない しは10分 区画 で も集 中傾向 を

示 して いた 。 図4.2の 楕 円で囲 まれた部分が,各 時間区画 で有 意な集 中傾向が見 られ

た範 囲 を示 して いる。

図4.3は 調査Aに つ いて,図4.4は 調査Bに ついて被験者 の撮影 ペース を表 した

グラフで ある。太線はいずれかの区画サ イズで有意な集 中傾 向が見 られた被験者 を表 し,

細線 は いずれ の 区画サイズ において もランダム分布 を示 した被験 者 を表 して いる。撮影

が 規則 分布 に近 い被験者 は直線状のグ ラフとな り,集 中分布 であれ ば幅の広 い階段状 の

グラフ を呈す る。つ ま り,集 中傾向のある被験者 では,数 枚連続 して撮影 して は しば ら

く撮影 の ない時 間が続 き,ま た数枚続けて撮影 する,と い うパター ンを見 る ことがで き



表4.2各 被験者の分散-平 均比,お よび森下のIδ 指数

Table 4.2:Relative variance and Morisita's Iδ index of each subject

被験者のAは 由良川源流 下部の トレイル,Bは 上谷 トレイルを示す。
★:p<0 .1★ ★:p<0.05★ ★★:p<0.01ラ ンダム分布とは有意に異な り,集 中分布の傾 向にある ことを示す。

+:p<0.1++:p<0.05ラ ンダム分布 とは有意に異な り,均 等分布の傾向にある ことを示す。



-撮影に集中傾向が見られた被験者

----撮 影に集中傾向が見 られなかった被験者

楕円の囲みは有意に集中傾向が見られる範囲を示す。

図4.2時 間 区 画 ご と の 森 下 のIδ 指 数

Figure 4.2:Morisita's Iδ index for each length of segment



-撮影に集中傾向が見られた被験者

-撮影に集中傾向が見られなかった被験者

図4.3被 験 者 の 撮 影 ペ ー ス(調 査A)

Figure 4.3:Paces of each participant to take photographs(survey on lower source of the

Yura River trail)



-撮影に集中傾向が見られた被験者

-撮影に集中傾向が見られなかった被験者

図4.4被 験 者 の 撮 影 ペ ー ス(調 査B)

Figure 4.4:Paces of each participant to take photographs(survey on the Kamitani

Valley trail)



る。

行 程全体 を通 した撮影 ペースの傾 きの変化 に注 目す る と,階 段状 を呈 しなが らも全体

を通 して はほぼ一定のペースか,あ るいは,上 に凸型 の曲線 を描 いて いる被験者が多 く,

下 に凸型 を示す被験 者は少なかった。上 に凸型 の場合 には行程 の前 半で撮影 が多 く行 わ

れ,行 程 が進む にしたが って撮影 ペースが減衰す る状態 を示 している。 また,コ ースの

異な る調査AとBの 間で,撮 影 ペースの形態 自体 には顕著 な違 いは見 られなか った。

いずれかの 区画サイズで有意 な集 中傾 向が見 られ た被験者 について,撮 影 の集 中部分

を抽 出 し,そ の間の撮影対 象 について分 析 を加 えた結果 を以下 に示 す。3分 以内のイ ン

ターバルで,連 続 して3枚 以上の写真が撮 られている部 分 を,撮 影 の集 中部分(バ ウ ト)

と見 な した 。 これ は,10分 区画 で 分割 した 際 に,お おむね3枚 以上の撮影が一 区画 に

集 中 して いる場合 とほぼ 同等 とな るように設定 した。その結 果,全 部で28箇 所のバ ウ

トが抽 出された。

このバ ウ ト中に現れた撮影対象 を,被 験者が撮影 時 に記入 した撮影 内容の分類,お よ

び実際 に撮影 された写真 の判読か ら,3章 の景観型 に基づ いて,林 内景,水 辺景,ト レ

イル 景,眺 望景,林 床 ・草本層,動 物 ・昆虫,大 径木,人 物,建 造 物,そ の他,の10

カテ ゴ リー に区分 した。そ して,バ ウ トの連続撮影 数 とその中 に出現す る撮影対象 のカ

テ ゴ リー 数 の関係 を示 したのが,表4.3で ある。ひ とつのバ ウ トの中で も撮影対象 は

多様 で,ほ とん どの場合で数種類の撮影 対象が現れてお り,植 物 のクローズ ア ップや動

物 ・昆虫 といった ミクロな視線 と,近 景～遠景の よ りワイ ドな風景 を眺める視線 とが混

在 して いた 。 同一 の場所 を角度 を変 えて撮影 した り,類 似 の対象 を続 けて撮 る とい う例

は少 なか った。

以上 の結果か ら,被 験者 の撮影行動 の時 間的分布パ ター ンは,ラ ンダム分布 か集 中分

布 がお おむね を占め る ことが明 らか とな った。そ して,15分 あるいは10分 区画 の場合

の方 が,5分 あるいは3分 区画 よ り多 くの被験者で集 中傾 向が見 られた。撮影 が集 中 し

ている部分 の撮影対象 は,同 一,類 似 の対象が連続 して いるのではな く,多 様 な撮影対



表4.3撮 影集中部分における撮影対象の種類数

Table4.3:Number of categories of object while taking successive pictures within a bout



象 が 混在 していた。行程 中の撮影行動 は集 中と弛緩 を繰 り返 しなが ら,全 体 と しては ほ

ぼ一定のペース,な い しはペース を減衰 しなが ら行 われていた。

それでは,良 好 な景観体験の時間的生起パター ンを探 る とい う観 点か ら,こ れ らの結

果は どのよ うに解釈 できるだ ろうか。

まず,撮 影 間隔が ランダム に分布す るケース については,景 観 資源 自体 の分布 の ラン

ダム性 を想定す る ことがで きる。審美的基準 に合致す る林相,水 辺ヘア クセスで きる箇

所,美 しい草花,特 徴的な樹木,動 物 ・昆虫 との遭遇 といった,良 好 な景観体験 を提供

しうる資源 ・現象が,行 程の 中で ランダム に分布 している ことは十 分考 え られ る。

一方 ,集 中分布 につ いて は,次 のよ うな説明が考 え られ る。本 章の最初 に述べたよ う

に,利 用者 に とって景観体 験の生起 とは,何 かの契機 によって周 囲の環境 を景観 として

意識 す る状態が生 じ,時 間の経過 に伴 ってまた元 の状態 に戻 る とい う過程 の繰 り返 しと

捉 える ことがで きる。環境 を景観 として意識す る状態 を作 り出す契機 は景観資源 の分布

に従 って ランダム に生 じるとして も,こ のいわ ば景観意識 の励起状態 がある程度 の持続

性 を持 って いて,そ れが続 いている間は積極 的に撮影が行われ る と想定す れば,こ のよ

うな集 中現象 を説明でき るだろ う。そ して,撮 影行動が減衰す るパ ター ンに関 しては,

周 囲 の景観 に対す る慣れや期待 の変化,疲 労 といった要 因によって,景 観意識 の励起状

態が生 じる頻度が次第 に低 下す る と捉 える ことがで きる。

本章 の結果 をこの仮説 に当てはめてみれ ば,15分 あるいは10分 の区画 にお ける集 中

が よ り多 くの被験 者で観察 され た ことか ら,景 観意識 の励起状態 はおおむね この程度 の

時 間は持続す ると考 え られる。

集 中分布 を説明す るほかの考 え方 として は,被 験者が景観的 に良好な地点 に遭遇 した

ときに,そ の同一の地点や対象を様 々な角度か ら撮影 しようとす る可能性が考 え られ る。

しか し,表4.3に 見 るよ うに今 回の結果 は,集 中時の撮影 対象がひ とつ の地点 だけで

はな い多様な対 象を含んでいる ことを示 して いる。そ して,そ の ような場合 につ いて も,

励起状態 のパ ター ンの一形態 と捉 える こともで きよ う。 また,景 観資源 自体が集 中 して

いる可能性,あ るいは景観的 に良好 と判断 され る地点 には複数の撮影 対象 とな る資源が



内包 されて いる可能 性 も考 え られ るが,ほ ぼ一様 に樹林地 におおわれて いる トレイル に

は,景 観資源 の集 中 を必然 的に形成す る要 因が少な いことや,第3章 で見た よ うに,全

く同じ地点をほとん どの被験者が共通 して撮影す る場合 も見 られなか った ことな どか ら,

撮影 の集 中という現象 を資源 の集 中だけか ら説明す る ことは難 しい と思われ る。

比屋根 ・大石(1995)は,森 林公 園で の写真投影法 を用 いた 研究 の中で,良 い と判

断 された 景観 と,悪 い と判 断された景観 の地点が近接す る傾向 にある ことを報告 して い

る。 これは個 人 レベルでの景観体験の集 中の例ではな いものの,景 観意識が励起 した状

態 によって,良 好 な景観 と悪 い景観が と もに意識 されやす くな って いるた めに生 じる現

象 と捉え直す ことも可能 であろ う。

シー クエ ンス景観研究 の中で,空 間だ けでな く時間的な事象 につ いて も検討 して いる

研 究 はきわめて 限 られるが,第2章 で も紹介 した 材野(1997)は 人間 の移動行動 の リ

ズム は 空間の シークエ ンスに深 く関わ ってお り,人 間の 「刺 激が伝達 され るメカニズ ム

が 繰 り返 しとリズムに満 ちた反応」で あるとともに,「 この リズム は人間行動 の安定性

や 心 のやす らぎ,時 には感情 の高ぶ りをつ くり出す」 と指摘 して いる。 こうした指摘 と

も,こ こでの結果 は比較 的よ く一致 して いるといえよう。

作業仮 説 として前述 した ように,行 動 中の個 人の内部 にある景観 評価 システム は,連

続的 に働 き,絶 対 的な基準で運用 されて いる仕 組みではな く,段 階的 に変化 し,周 囲の

環 境 と自らの行動 との間の相互作用 によって相対的 に判断 され る仕組み と考 え られ る。

図4.5に,以 上 のよ うな アイデア に基づ いた概 念図 を提 示 した。 この概念 図で は,

レクリエ ー シ ョン利用者が散策 中に出会 う個 々の切 り取 られた景観 に対す る評価 の前段

階 として,景 観 に対す る意識 レベル を想定す る。利用 者は数 時間～一 日の連続 した レク

リエ ー ション体験 の中で,常 に同 じレベルで景観 に対 する意 識 を保 って いるわ けで はな

く,利 用者 自身 の行動 と周 囲の環境 との相互作用 によ って意 識 レベル 自体 が変動す る。

そ こには,行 程 に伴 う疲労や環境 に対す る慣れ とい った要因の介在 によ って,変 動 の頻

度 自体 も減衰 しうる。そ して周囲の環境 を景観 として意識す る レベル に励起 した結果 と

して,景 観体験 が生起す る ことをこの概 念図は示 している。今 回のよ うに写真投影法 を



用 いた 調査では,景 観 の評価が行われ る レベルの 中で,さ らに良好 と判断 された景観が

抽 出されて くるもの と考 え られ る。



図4.5景 観体験の時間的生起パターンの概念図

Figure4.5:A schema of temporal occurrence pattern of landscape experience while

participating in recreation activity



4.3写 真投影法の方法論的問題に関す る考察

最後 に,写 真投影法 につ いて以前か ら指摘 されて いた問題点 に関 して,今 回の時間軸

か らの解析 の結果か ら考察 を示 したい。

写真投影法調査 で は,被 験者 が調査 の終盤 で余 ったフィルム を,意 図的 に使 い切ろ う

とす る行為(「 使 い切 り行為」)が あるのではないか とい うことが従前 か ら指摘 されて

いた(Chenoweth,1984;比 屋根,1998)。 そ の裏返 しとして,行 程 の初期 には撮

り渋 りが あるので はという指摘 もされ る ことがある。 もし,そ のよ うな行為 が頻 繁 に生

じる事態 だ とす ると,撮 影 された写真 の内の何割か は景観体験 の選択基準 が通常 と異 な

る ことにな り,調 査 の妥当性 に影響 を及 ぼす こととなる。

しか し,今 回の撮影 ペースな どのデー タを見 るか ぎ り,調 査A,Bと も最後 の段 階で

それ まで とは顕著 に異なるペースで連続 して撮影 して いる被験者 はわず かであ り,こ の

ような 「使 い切 り行 為」 が頻繁 に生 じる行動で はな い ことが明 らか とな った。 む しろ逆

に,前 半での撮影ペースに比べ,後 半 はペースが鈍 るとい う減衰現象が認 め られ てお り,

使 い切 り行 為が重大 な問題 とな る可能性 は低 い と考 え られた。 どうして も使 い切 り行為

の可能性 を排除 したい場合 には,調 査前 の被験者へ の注意喚起以外 に,出 発地 か らある

一定 の距 離 まで に収集 され たデー タを有効 とした り,撮 影 を往路 のみ に限 る といった対

象 区間の限定や,撮 影 時刻の記入義務づ けによる使い切 り行為の防止 とチ ェ ック,と いっ

た工夫が有効 であろ う。



4.4本 章 の ま とめ

本章 で は写真投影 法 を用 いて景観体験 の生起パ ター ンを時間的な観点か ら把握す る こ

とを試み,以 下の点 について示す ことが できた。

・被験者 の撮影行 動の時間的分布パ ター ンは,約 半数が ランダム分布で あ り,半 数弱が

集 中分布で ある ことが明 らか となった。

・撮影行動 は 集中 と弛緩 を繰 り返 しなが ら,全 体 と して はほぼ一定 のペー ス,な い しは

ペース を減衰 しなが ら行 われていた。

・集 中が 持続 している励起状態 は,時 間 として15分 あるいは10分 は継続す るもの と

考 え られ る。

・撮影が集 中している部分の撮影対象は,同 一,類 似の対象が連続 して いるので はな く,

多様な撮影対 象が混在 して いた。

・これ らの結果を受けて考察で は,レ ク リエー ション利用者 の景観体 験の仕組み として,

周囲 の環境 との相互作用 によって励起 と弛緩の変動 を繰 り返す景観意識 レベル と実際 の

評価 を行 う段 階 とか らなる概念モデル を提示 した。

・写真投影法 の妥 当性 に関す る問題点 として指摘 されてきた使 い切 り行 為 につ いて,撮

影 ペ ースの検討か ら考察 し,使 い切 り行 為が重大 な問題 となる可能性 は低 いことを示 し

た。
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