
第6章 林内 トレイル における景観

体験のモデル化

Chapter 6.A model for landscape experience on a forest trail

木陰の涼しさ、そ よ風の気持ちよさ、 トロッコの線路跡の風情、木漏れ 日の美 しさ、

歩 いてよか ったです 。期待以上 の 森林浴 にな りました 。 ず っとこの 自然 が残 るこ

とを願 います。

絵心が あった らな あ、つ くづ く思い ます。

林 内が明 るくな って気分 も楽 しくなった、また明暗のコ ン トラス トが僕 をわ くわ く

させた。

質問紙の自由記述から



第6章 では,こ こまでの章で得 られた知見 に基 づいて,林 内 トレイルでの景観体験 を

理解 す るための,概 念 的,定 量的なモデル を提示す る。

まずひ とつめ として,第3章,第4章 の結果 に基 づいて,林 内 トレイルで の景観体験

が形成 される過程 を,概 念的なモデル と して表す 。

次 に,林 内 トレイルで の散策活動の総合的な評価 を表す と考 え られ る 「満足度」 につ

いて,重 回帰 を用 いた予測モデル を作 成 し,満 足度 が どのよ うに形成 されて いるのか,

そ して,満 足度 に景観体験が どの ように寄与 しているのかを考察 す る。

以上 の景観体験形成 の概念モデル と,満 足 度形成 のモデ ル とを組み合 わせ る ことで,

林 内 トレイル にお ける景観体験 の統合 的なモデル を提示す る。そ して,既 存の シー クエ

ンス を扱 った計画概念 との比較 を行 い,概 念 として の有効性,お よび林 内 トレイル にお

ける景観計画へ の応用 につ いて論 じる。

6.1景 観体験形成の概念モデル

第3章 で 明 らか にされたよ うに,林 内 トレイル にお ける散策行動 の もとで体験 され る

景観 は,い くつかの景観型 に整理す る ことが可能で あ り,ま た,そ の景観型 ごとに,景

観 としての 認識 されやす さに違 いがみ られた。 さ らに,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,認 識 され る景観資源 にも相違がみ られ る ことが 明 らか となっ

た 。景観体験 の 成立 には,当 然 「主体 」 と 「環 境」 が 必要 で あるが,こ れ はつ ま り,

「主体 」 の側 による利用形態 に伴 う選択 という要因 と,「 環 境」の側 による景観型 の認

識 されやす さの要 因 という,2つ の要因 によ って景観体験 が形成 され る ことを示 して い

る。

第4章 では,景 観体験が どの ような時間的分布 で生起す るのか を検 討 し,離 散的かつ

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 レベルの波形

を想定 す る ことで,そ の分布パター ンを説明できる ことを示 した。すなわち,景 観体験



の 形成 において は,「 主体」 「環境」 に加えて,第3の 要 因 として 「時間」 を考慮 しな

ければな らないので ある。

これ ら 「主体」 「環境」 「時間」 と 「景観体験」 との関係 を図式化 し,景 観体験 形成

過程 の概念的なモデル として示 したのが,図6.1で ある。 「主体 」 「環境 」 「時間」

の3者 の相互作用 的な関係か ら景観体験が形成され,さ らに景観体験 の形成が契機 とな っ

て景観意識 の励起状態が持続す るといった,連 鎖 的,循 環 的な関係 も想 定 される。

従来 の機械論的な認識モデルでは,「 環境(刺 激)→ 感覚器官(受 容体)→ 認識(情

報処理)→ 反応 ・行動」 という,環 境 か らの刺激 に対 して,特 定 の反応 が機械 的 に得 ら

れ る,と い う一方通行的な関係 が想定 されていた。実 際に空 間計画 に関連 した環 境知覚

研究の多 くが,こ の 「刺激-反 応(S-R)」 図式の下で行われ てきた(青 木,1993)。

しか し,現 実 の景観体験はよ り複雑 な主体 と環境 との間の相互作用 によって成 り立つ も

のであ り,主 体 の側か らの情報 の選 び出 しや,主 体 が行動す る ことによる心理的 ・生理

的変化 が 認識の過程では強 く影 響す るのである。従 って,図 に示 したよ うな関係性 を基

礎 とす る方が,よ り本質的な景観体験 の理解 への糸 口として妥 当 と考 え られ る。



図6.1景 観体験形成の概念モデル

Figure 6.1:Schematic model for generating landscape experience



6.2林 内 トレイルの満足度形成 に対する景観体験の寄与

第5章(5.2)の 図5.6で 見 たよ うに,林 内で の散策体 験 の総合 的な評価指標 と考

え られ る 「満足度」 は,景 観体験 に関す る評価項 目よ り変動が少な く,地 点 に敏感 に反

応す る というよ りは,No.1か らNo.17へ 向か って評価が ゆるやか な上昇傾 向にあった。

この ことは,あ る地点での満足度評価 には,各 地点 にお ける景観体験が影響 を与 えつつ

も,そ れ以前の地点か ら持続 した満足度が大 き く効 いて いる ことを示唆 して いる。そ こ

で,こ れ を仮説 と して,あ る地点 の 「満足度」 を従属変数,同 じ地点 の 「観賞意志」

「好 ま しさ」,お よび 「直前地点 の満足度評価値」 「直前地点 までで最高 の満足度評価

値」 の4変 数 を説明変 数 として,標 識サ ンプ リング法調査の各標識組合せ ごとに,線 形

重 回帰分析 を行 った 。変数選択 には増加 ステ ップワイズ法 を用 いた。なお,地 点No.1

のデー タは直前のデータが得 られ ないた め除外 して いる。

表6.1～6.5に 結果 として得 られた標識組合せ ごとの重 回帰モデル を示 した。 い

ずれの モデル も0.1%水 準 で有意 で ある。C1で は,モ デル に含 まれた変数 は3変 数 で

あ り,ベ ータの値 か ら効果 の大 きさは 「好 ま しさ」 「直前地点 の満足度」 「直前 までの

最高満足度」 の順 であった。C2で はベ ー タの順 に 「好 ましさ」 「直前 まで の最高満足

度」 「直前地点の満足度」が変数に含まれた。C3,C4で は ともに4変 数が含 まれ,ベ ー

タの順 に 「好 ましさ」 「直前地点 の満足度」 「直前 までの最高満足度」 「観賞意志」 で

あった 。Claで は4変 数 が 含 まれ,ベ ー タ の順 に 「好 ましさ」 「直前地点 の満足度」

「観賞意志」 「直前までの最高満足度」で あった。

これ ら一連 の重 回帰モデルか ら,あ る地点 にお ける満足度 を決定す る要 因 として,そ

の 地点 の景観 の 「好 ま しさ」 と 「直前の地点の満足度 」が強 く効 いて いる こと,「 直前

地点 までの満足度 の最高値」 も影 響 を与えて いること,「 観 賞意志」が満足度 に影響す

る場合 もあるが,効 果 は限定的で あること,が 示 された。 また,モ デルの説 明力を表す

重相関係 数(R2)は,0.55～0.67の 間で あ り,こ の比較的簡 単なモデル によって,観



測値 の最大約2/3を 説明す ることができた。

す なわ ち,あ る地点での満足感 は,そ こへ至 るまでに得 られ た体験 か ら持続 す る満足

感 や,直 近 の体験 の質 に規定 されつつ,現 地点 の景観的 な評価 が強 く加 味 されて構 成 さ

れて いる と解釈 で きる。そ してそ の満足感 が,ま た次 の体験 にお ける評価 に影 響 を与え

る とい う,連 鎖的 な構 造が想定 できた。 この関係 を概念 的に示 したのが,図6.2で あ

る 。満足度 に影 響 を与え るそ の他 の要 因 として は,今 回の調査 では測定 していない,景

観 以外 の 非視覚的事象や,遭 遇 した出来事 な どが含 まれ る と考 え られ る。 また,第5章

で見 た ような,明 るさの急激 な変化 に伴 う景観体験 の強調な ど,現 地 での景観体験 に特

有 の さまざまな 「効果 」も景観評価 を通 して,間 接的 に満足度 の形成 に影響 を与 えてい

る と考 え ることができる。



表6.1満 足度予測重回帰 モデル(C1)

Table 6.1: Multiple regression model for predicting satisfaction (C1)

表6.2満足度予測重回帰モデル(C2)

Table 6.2: Multiple regression model for predicting satisfaction (C2)

表6.3満 足度予測重回帰モデル(C3)

Table 6.3: Multiple regression model for predicting satisfaction (C3)



表6.4満 足度予測重回帰モデル(C4)

Table 6.4: Multiple regression model for predicting satisfaction (C4)

表6.5満 足度予測重回帰モデル(C1a)

Table 6.5: Multiple regression model for predicting satisfaction (C1a)



図6.2満 足度形成の概念モデル

Figure 6.2: Schematic model for composing satisfaction



6.3統 合 モ デ ル の提 示

前節 までで 示 された,景 観体験形成 の概念モデル と,満 足度形成 のモデル とを組 み合

わせ ることによ り,林 内 トレイル にお ける景観体験 を理解 す るための統合的な概念モデ

ル と して,図6.3を 示す。

図 の 下段は時間の進行(林 内 トレイル にお いては,利 用 者の移 動 による行程 の進行 も

表 す)に 伴 う,景 観意識 の波形で あ り,上 段は景観体験 に影 響 されつつ変化す る総合的

な満足度 の波形 である。景観意識の波形は離散的であ り,利 用者 が常 に周囲の環境 を景

観 として認識す るわ けではな いことを示している。そ して,何 らかの契機 を媒介 と して,

周囲の環境を景観 として認識 しやす くなる状態である 「励起状態」 にシフ トした とき に,

周囲 の環境 に立 ち現れ る景観型の認識 されやす さや,利 用形態 に伴 う利用 者側 の選択 に

よって,実 際 の景観体験が形成 される。生起 した景観体験 は利用者 によって内面的 に評

価 され る ことで,ト レイル上の散策行動 自体 の満足度 に影響 を与 える。そ の際に,シ ー

クエ ンシャル な 要 因や構 図的な要因,季 節 的な要 因 といった,現 地 でみ られる特有 の効

果 によって,景 観体験評価 は強調 され る ことが あ りうる。そ う して,景 観体験 の質 に影

響 されなが ら形成 される満足度 は,前 地点か らの評価 が持続 しつつ,ま た,も っ とも満

足度が高か った地 点の影響 も受 けなが ら変動 の曲線 を描 くことにな る。

屋代(1982)は,景 観体験 の メカニズム として 図6.4を 挙 げてお り,過 去 の 「景

観体 験」 が 先行体験 とい う形で,現 在～未来 にお ける主体 の心理的 ・生理的反応 の基礎

を形成 し,そ の他,外 部 か らの 「知的情報」,環 境 か らの 「知覚情報」,主 体 自 らの

「活 動」 によって 「景観体験」が形成 され るとい う考 え方 を示 して いる。 これ はある程

度,長 期 間 の時 間軸 の流れ を想定 した メカニズム と考 え られるが,数 時間～1日 を単位

とす る短期 間 の行動 にお いて も,類 似 した作用 による景観体験 の継 起的な形成がな され

る ことが,提 示 したモデル によ って示 される。

この統合的なモデルによって林内 トレイルでの景観体験 と,総 合的な満足度の変化を



理解 する ことの計画論 的な有効性 につ いては,次 節 において考 察す る。



図6.3林 内 トレイル における景観体験の統合モデル

Figure 6.3: Integrated model of landscape experience on a forest trail



図6.4屋 代(1982)の 景観体験 メカニズム

Figure 6.4: A mechanism of landscape experience



6.4林 内 トレイルにおける景観計画への応用

図6.3の 満足度 の描 く曲線 は,従 来 よ り演劇な どを始 め とす る時間芸術 にお いて カ

タル シス 曲線(図6.5)と して知 られて きた,感 興 度の曲線 と比較す る こともで きよ

う。 カタルシス曲線 は,舞 台な どの作品 をよ り効果 的 に演 出 し,観 客 に強 く印象づ ける

ための 技法 として,広 く用 い られて いる。空間計画 に関わ る研 究への応用例 として は,

橋 本(1997)が 観光 回遊 の計画論 の 中で カ タル シス 曲線 を位 置づ け,実 際の定番観光

ル ー トの事例 をカタル シス 曲線 にあてはめて分析する ことで,観 光 資源の配置計画 に利

用 できる様 々なパ ター ンを整理 して いる(図6.6)。

本論文 では実証 的研究 の立場か ら,満 足度の曲線 の挙動 について明 らか に し,「 満足

度 の持続」 とい う観点 を提示 した。計画 的な観点 か らこの現象 を と らえれば,ト レイル

の スター トか ら近 い地点 に満足度 を高めるよ うな景観資源 が存在す る ことで,以 降の ト

レイル 全体 にわた って満足度が向上す る可能性 が示唆 され る。例 えば図6.7下 図の よ

うに,行 程 の初期 に良好な景観資源 を配 置 して,見 せ場 を作 った場 合,見 せ場の満足度

はそ の後 の満足度 に対 して も持続 して寄 与 し続 ける ことがで き,結 果 として,通 常のカ

タル シス 曲線(図6.7上 図)よ りもΔSの 分 だけ高 い曲線 を描 くことができ る。行 程

全体 の評価 はカタル シス曲線 の積分値,す なわ ち下側部分 の面積 と見 なす ことができ る

ので,初 期 に見せ場 を設 ける ことは,ト ータル の評価 を高 める ことに もつながる と考 え

られ る。図5.8に 示された,緑 葉期 と紅葉期の満足度評価のシー クエ ンスを比べ る と,

紅葉期 には行 程 の 初期 に当たるNo.3の 眺望地点 の評価が,紅 葉 の影響で緑葉期 に比べ

て 非常 に高 まってお り,ひ とつ の見せ場 とな って いる。そ の後 の地点 の景観 は紅葉 があ

ま り進 んでお らず,緑 葉期 と大差がな い地点が多か った にもかかわ らず,全 体 に評価 の

曲線 は 緑葉期 よ りも高 く推移 してお り,良 好な地点の影響が持続 して いる ことを示唆 し

て いる。橋本 は このよ うな導入部で の演 出を 「ドラマ」 に引き込むた めの有効性 として

位置 づ けているが,実 際にはそれだ けでな く,行 程の トー タルな評価 にまで影響 を及 ぼ



す重要な役割 を持 っている と考 える ことがで きる。

また 「景観 意識 の励起 と弛緩」 とい う観点か ら指摘すれば,例 え ば,主 要な景観資源

が 存在 する前後 の行程 にお いて は,重 点的な景観管 理 を行 う必 要が あ り,見 せた い景観

資源 を集 中的に配置す る ことで,そ れ らの景観 を利用 者が認識す る可能性 を高め るとい

うことが考 え られるだろ う。 また,形 態的 には 同じよ うな景観資 源で あって も,意 識 の

励起頻 度 が 高い行程 の初期 に遭遇す る場合 と,頻 度 が低 くな る後 半で遭遇す る場合 とで

は,景 観体験 に とって の意味が異な る可能性 も指摘 でき,行 程 の後 半 にあた る地域では

前半以 上 に効果 的な配置や演出が重要 にな るであろ う。す なわ ち,よ りクライマ ックス

的な景観資源 が要求 されて くるので ある。

一方で,「 疑似的なゴール効 果」という現象が見 られたよ うに,利 用者 の側 も自 らゴー

ル を求 め,ゴ ール と認識 した地 点 を高 く評価す る傾 向が ある。行程終期 の景観 資源性 が

特別強 くない場合で も,目 標 到達 点 としての位置づ けや 区切 りを明確化す ることで,達

成感や成就感 の演 出につな げることは十 分可能 である と考 え られる。



図6.5カ タル シス曲線

Figure 6.5: A Catharsis curve



図6.6カ タルシス論の視点からみた観光回遊コースの原理的設計手法(橋 本,1997)

Figure 6.6: Planning principle for tourism course using catharsis theory



図6-7行 程初期の見せ場導入例

Figure 6.7: A case for introducing a good view point on the early part of the trail
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第7章 結論と今後の課題

Chapter7. Conclusion and Future Issues

思ふに計垂者の任務は、森林を風致的に解剖 し批判 し、その長所を襲見 して、之を

助長すると共に、短所を見出して之を蔽ふや うに努めることである。

田村 剛



7.1結 論

本論文 で は,景 観は人 と環境 との相互作用 によって成立す る と考 える体験論 的な立 場

を とりなが ら,林 内 トレイル にお ける一般 の レク リエー シ ョン利用者 の景観体験が,ど

の ような 空間的 ・時間的パ ター ンで生 じて いるのか を明 らか にす る こと,そ の景観体験

の 評価 特性 を明 らか にす る こと,こ れ らをあわせて林内 トレイル にお ける景観体験 をモ

デル化 して理解す る こと,の3点 を主 目的 とした研 究 を行 った。 こう した論点 に関す る

デ ー タを有効 に収集可能 な手法 と して,写 真投影 法,お よび,標 識サ ンプ リング法 の2

つの手法を中心 として,京 都大学芦生演習林 における調査 を実施 した。

第3章 では,写 真投影法 を用 いた調査 によ り,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 の型が認識 されやす いのか を明 らか に し,そ の空

間的 な構造 のパ ター ンを図化 して示 した。そ して,利 用者側 の来訪 目的や 同行 者な どの

要 因によって認識 され る景観 型 にも違 いが見 られる ことを明 らか にした。

第4章 で は,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 に写真投影 法 を用 いた。そ の結果,利 用者 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,な い しはペース を減衰 しなが ら行わ れている こ

とが 明 らか となった。 これ らの結果 を受 けて,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 図を提示 した。

第5章 では,標 識サ ンプ リング法 を用 い,第3章 で示 したい くつかの景観型 を対象 と

して,レ ク リエー シ ョン利用者 によ る心象評価 を行 った。 さらに,同 一の被験者 に対 し

て一定 日数 のイ ンターバル をお いて質問紙 と現地 の写真 を郵送 し,現 地での評価 と写真

による評価 との比較 を行 った。その結果,環 境 ・植 生の物理指標 と心 象評価 との間 には

関係性 は見 いだ しに くく,む しろ,景 観型 の違 いや,現 地特有 のシークエ ンシャルな要

因 による効果が よ り影 響 している ことが示 された。 景観型 によって現地 での景観評価 の



特性 は異な って いた。

第6章 では,林 内 トレイルで の景観体験 を理解 するための,概 念的,定 量的なモデル

を構築 した。まず,第3,4章 の結果か ら林内 トレイルでの景観体 験が形成 され る過程

を概念 モデル として示 した。次 に林内 トレイルでの総合 的な評価 を表す 「満足度」 につ

いて 重回帰 による予測モデル を作成 し,満 足度の形成 と,景 観体験 の寄与 につ いて考察

した 。 そ して,こ の2つ を組み合わせ ることで,林 内 トレイル にお ける景観体 験の統合

的 な モデルを提示 した。 また,カ タル シス理論な どと対 比 しつつ,概 念 としての有効性

や景観 計画 への応用 につ いて論 じた。

以 上か ら得 られ た結果を,表7.1に まとめた。シークエ ンスに関す る結果,お よび,

関連 す る個別 のシー ンや林分 に関す る結果 については,本 研究 において見 出 された現象

や 効果 な どを 「パ ター ン」 と して列 記 した。そ して,そ れぞれ のパ ター ンに対応 す る景

観体験上 の効果や景観管理な どへの応用 の方 向を記 した。 また,方 法論 に関 しては,現

地 で実 際の利用者 を対象 とした場合 に指摘 できる,研 究方法 ごとの特性 な どについて記

載 した。

序論 で 見た ように,森 林 レク リエーシ ョン空 間の植生管理 について は,活 動適性 の面

か らは様 々な物理的指標が提案 され ている。 しか し,実 際 の レク リエー シ ョン林 の計画

に適用 す る場合 には,活 動のための場 の形成 だけでな く,ス ナ ップシ ョッ ト的な好 ま し

い景観 の形成,さ らに本研究 か ら示 された よ うな,動 線上 の景観体験 の形成 を うま く組

み 合 わせ ることが必要であろ う。そ の際 には,個 々の林分 に対 して活動適性,あ るいは

スナ ップシ ョッ ト的評価 か ら適 当 とされ る施業管理 をひ とつひ とつ 当て はめて い くよ り

も,レ ク リエー ション空間全体 を通 した体験 の満足感が十分 に良好 になるよ うに,利 用

者 の行 動 シークエ ンスに着 目した包括的な計画 を作成す る方が効率的 と考 え られ る。 つ

ま り,基 本 としては,既 存 の地形 をいか しつつ,樹 林地 と水辺 の組み合わせや変化 のあ

る眺望地点 を蛇行す る トレイルでつな ぎ,多 様な植 生 と林内空間 を確保す る ことが重要

であ り,そ こに人間のシー クエ ンス に伴 う心理的変化 を考 慮 した配置計画 を組み込む こ

とが,必 要 とされるのである。



表7.1本 研究で示 した結果

Table 7.1: Summary of the results of this study



7.2今 後 の課 題

最後 に,本 論文では取 り扱 えなか ったが,今 後重要 にな るで あろ う課題,検 討 を深 め

るべ き課題 につ いてふれておきたい。

ひ とつ は近年発展の著 しい,地 理情報 システム(GIS)の 利用 に関 してで ある。本

論文 で は,写 真投影 法 によ り抽 出された利用者 の景観体 験 を空間的な構造 のパ ター ンと

して 示 したが,例 えば,地 形 ・植生構造 と トレイル形状 との解 析な どを通 して,こ うし

た 空間的 パター ンの分布 図を作成す る ことがで きれ ば,ト レイルの景観計画 にお いて極

めて有効なツールとな りうるであろ う。林 内 トレイルと しての適性評価 や レク リエー シ ョ

ンサイ ト間 での景観資源性 の比較,さ らにはシー クエ ンスの配 置 を含 めた景観計画 ・管

理への応用 も可能 となろ う。

また,社 会 的 な動 き として,1999年 の環境影 響評価 法の施行 に伴 い,そ れ まで の閣

議 アセス によって定 め られて いた 「野外 レク リエー ション」 に関す る影 響評価 が,「 自

然とのふれ あい」 とい う形で,よ り広 汎かつ積極 的な形で位置 づ け られるよ うにな った。

外部 か らの来訪者や地域住民が,計 画の対 象地域 で どのよ うな 自然 とのふれ あいの体験

を得 て いるのか をよ り適切 に把握す る手法が,現 実 の場面 で も求 め られるよ うにな って

きて いるので ある。 自然とのふれあいを評価す るための手法には,そ の地域の実情 にあっ

た ものが 選 ばれ る必要があるが,本 研究 で提示 した手法,あ るいは概念 が,そ のための

選択肢 のひ とつ と して十分応用 可能 であろ う。

また,ひ とつ には,写 真投影法や標識サ ンプ リング法等の比較 的新 しい手法 について,

方法論 と しての確 立 を進 め,汎 用性 を高 める ことも,今 後 の課題 として残 されている。

写真投影 法 に関 しては,Chenoweth(1984)が 述べて いるよ うにカ メラは一種 の文化

的 フィルタ ー としての役割 を少なか らず持 ってお り,そ こには時代特有 の景観が現 れる

と考 え られる。本論文 で抽 出されたそれぞれの景観 型が持つ心理的,社 会的 な意味 につ

いて も一層 の考察 が求 め られ る。現代の人 々が森林の ある場面 を写真 と して切 り取 る と



いう行 為 についてさ らに深 い検討が必要で あろう。 また,標 識 サ ンプ リング法 は,被 験

者 が 自由意志 で環境 をサ ンプ リングす る写真投影 法 とは異な り,被 験 者 に対 して ある地

点 での環境 に対す る意識化 を強制す るプロセスか ら成 っている。 この ことはひ とつの方

法論 的 な 問題点で あるが,そ の影 響 につ いて も他 手法 との比較等 か ら検 証が必要 とされ

る 。例 えば,Hull and Stewart(1995)が 試 みたよ うに,撮 影 のタイ ミングを調査者

側 で指定 して 体験 を抽 出す る方 法 や,大 石 ・比屋根(1995)の ビデオカメ ラを利 用者

に装着 して林 内体験 を探 る方 法な どとの比較 によ り,デ ー タの意 味付 けを検 討す る こと

が考 え られ よ う。

本論文 で は,第4章 と第5章 にお いて,景 観 に関連す る2つ の時 間的現象 を扱 った。

ひ とつ は レク リエ ー シ ョン行 動中の時 間の流れ に伴 う心的動 きであ り,一 方 は利用者 の

レク リエ ー シ ョン行 動時 と帰宅後 との比較 であった。 このよ うな時 間経過 に伴 う心理 的

な景観現象 に関 しては,研 究 の蓄積が少 な く,今 後研究 を積み重ね る ことによ り,よ り

興味深い発見が期待できるのではないか と考えて いる。特に,パ ネル調査 によるアプ ロー

チ を用 いることによ って,景 観 に対す る定量的な評価の変化 を時 間軸へ拡張す る ことが

可能 とな った 。本論文 の調査 は一年 間の変化 を追跡 した もので あ り,人 間 のライ フスパ

ンか ら見 れば比較的短 い期 間で あったが,よ り長期の追跡や,そ の間 の様 々な体験 との

関係を考察する ことも可能 となろ う。従来か ら指摘されて きた ように,景 観の認識 には,

各個 人 の体験 の蓄積 な どによる内面的要因の変化や,社 会 自体 の トレン ドの変化等が影

響 している。 日常生活 の中で の時間の経過その ものが,景 観体験 の記憶 を変化 させ,そ

の後 の行動決定 に影響 を与えて いる可能性 も指摘 できる。 こうした時間 を含 んだ現象 を

実証 的 に とらえ,将 来 の予測や制度 的 ・社会 的な計画 に結 びつ けてい くため に,パ ネル

調査 の利用 はさ らに有効で あると考 え られ る。

この論文 の鍵概念 とな っている,「 現地(オ ンサ イ ト)」 で 「本物 の」利用 者 を対 象

として 行 う景観研 究は,ま だ端緒 につ いたばか りで ある。 こうしたオ ンサ イ ト指 向の研

究には,ど こまで既存の知見 と異なる情報 を提供 できるのか とい う指摘(斎 藤,2000)

もまた 存在 する。オ ンサ イ ト特有 の現象 を見据 えて,空 間 と人 間行動 の相互 関係 か らな



るパ ター ンを見 出 し,計 画のための理論的枠組や実行可能 なアイデアを提 供 してい くこ

とが,ス ナ ップシ ョッ トモデルの再確認 に留ま らない,新 た な景観研究 に求 め られる役

割 で あろう。そ して,従 来 の森林景観 の評価体系 と,現 地体験 にお ける複雑かつ,よ り

豊 かな 情報量の差 を埋 める研究 を発展 させ る ことが,望 ま しい森林 レク リエー シ ョン空

間の創造 に必要である。
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要 旨

人々 に貴重な 自然 とのふれ あいの場 を提供す る森林 レク リエー シ ョン空間 にお いて,

その 周囲 に展開す る森林景観 は,そ こに活動す る利用者 の背 景 として,ま た主要な興味

対象 として,利 用者 の体験 を豊かで好 ま しいもの にす るため にもっとも大事な要素で あ

る。 そ して,そ の景観体験 は レク リエー シ ョン行 動 と不 可分な関係性の下 にある。本論

文 は,環 境心理学 的なアプローチ によ り,レ クリエー ションに供 され る森林内 の トレイ

ル を対 象 として,そ こを現実 に利用す る人々が どのよ うに森林 の景観 を享受 して いるの

か を理解 し,計 画論 的に扱 うため の切 り口を提供 しよ うと試みた研 究で ある。

まず,第1章 において は,景 観 は人 と環境 との相互作 用 によ って成立す る と考 える体

験 論的 な立場 を とる研究 として本論文 を位 置づ け,林 内 トレイル にお ける一般 の レク リ

エ ー ション利用者 の景観体験が,ど の ような空間的 ・時間的パター ンで生 じて いるのか

を 明 らかにす る こと,そ の景観体験 の評価 特性を明 らかにす る こと,こ れ らをあわせて

林 内 トレイル にお ける景観体 験 をモデル化 して理解す る こと,の3点 を主 目的 とす る こ

とを示 した。 また,用 語 の定義 を行い,論 文の構成 を示 した。

第2章 にお いて は,本 論文の主要なテーマである現地 での景観体験 をと らえ るため の

手法 につ いて レビュー を行 い,特 に本研究 においてキー となる手法 として,写 真投影 法

と標識 サ ンプ リング法 につ いて詳細 にレビュー し,本 研究 の論 点 に関す るデー タを有効

に収集可能 な手法で あることを示 した。 また,調 査対象地 である京都大学芦 生演 習林 に

ついて も説 明を行 った。

第3章 で は,写 真投影 法 を用いた調査 によ り,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 が認識 されやす いのかを明 らか にし,そ の空

間的 な 構造のパター ンを図化 して示 した。そ して,利 用者側 の来訪 目的や 同行者 な どの

要 因によって認識 され る景観 型 にも違 いが見 られ る ことを明 らか にした。

第4章 では,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 にするために写真投影法 を用 いた。その結果,利 用者 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,な い しはペース を減 衰 しなが ら行われて いる こ

とが 明 らか とな った。 これ らの結果 を受けて,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 念図を提示 した。

第5章 では,標 識サ ンプ リング法 を用 い,第3章 で示 したい くつかの景観 型 を対 象 と

して,レ ク リエー シ ョン利用者 による心象評価 を行 った。 さ らに,同 一 の被験 者に対 し

て一定 日数 のイ ンターバル をおいて質 問紙 と現地 の写真 を郵送 し,現 地 での評価 と写 真

による評価 との比較 を行 った。その結果,環 境 ・植 生の物理指標 と心象評価 との間 には

関係性 は見 いだ しに くく,む しろ,景 観型 の違 いや,現 地特有 のシークエ ンシャル な要

因 による効果がよ り影 響 している ことが示 された。景観型 によって現地 での景観評価 の

特性 は異な って いた。

第6章 で は,林 内 トレイルでの景観体験 を理解す るため の,概 念 的,定 量 的なモデル

を構築 した。 まず,第3,4章 の結果か ら林 内 トレイルでの景観体験が形成 され る過程

を概念 モデル として示 した。次 に林内 トレイルでの総合的な評価 を表す 「満足度」 につ

いて 重回帰 による予測 モデル を作成 し,満 足度の形成 と,景 観体験 の寄与 につ いて考察

した 。 そ して,こ の2つ を組み合わせ る ことで,林 内 トレイル にお ける景観体験 の統合

的 な モデルを提示 した。そ して,カ タル シス理論な どと対 比 しつつ,概 念 と して の有効

性や 景観 計画へ の応用 につ いて論 じた。

第7章 では,前 章 まで の結果 をまとめ,シ ー クエ ンス に関す る結果,お よび,関 連す

る個別 のシー ンや林分 に関す る結果 につ いては,本 研 究 において見 出された現象や効果

な どを 「パ ター ン」 と して列記 し,そ れぞれのパター ンに対応す る景観体 験上の効果や

景観管理 な どへ の応用の方向 を示 した。 また,方 法論 に関 しては,現 地で実際の利用者

を対象 とした場合に指摘で きる,研 究方 法ごとの特性な どについて示 した。結論 として,

実 際のレク リエーシ ョン林の計画では,活 動のための場の形成だ けでな く,ス ナップショッ

ト的 な好 ま しい景観の形成や,動 線上 の景観体験 の形成 を うま く組 み合わせ る ことが必



要 で ある こと,そ して,個 々の林分 に対 して活動適性,あ るいはスナ ップシ ョッ ト的評

価 か ら適 当とされる施業管理 をひ とつ ひ とつ 当てはめてい くよ りも,レ ク リエー シ ョン

空間全体 を通 した体験 の満足感が十分 に良好 にな るように,利 用者 の行動 シー クエ ンス

に着 目 した包括 的な配置 計画 を作成す る方が効率的で ある ことを考察 した。 また,今 後

の課題 について も整理 した。



Summary

Recreational forests should implement landscape management plans, which 

afford their visitors pleasant and satisfying experiences. Until recently, 

photographs were most often used as substitutes for the real landscapes in 

landscape evaluation studies at recreational sites. In so doing, the participants of 

such studies were separated from the real context of their recreational activities, 

when assessing the focus of landscapes. Although some discussions on the 

differences of context between on-site and off-site evaluations can be found, 

studies for the understanding of what visitors 'actually' see and feel 'in situ' have 

just begun. This study focused on spatial-behavioral patterns from such kinds of 

new research paradigm.

The objective of this study was to model landscape experience on a forest trail

in Asiu Experimental Forest of Kyoto University, focusing on the following three 

participants.

1. Landscape types experienced on a forest trail

2. Temporal occurrence pattern of landscape experience on a forest trail

3. Evaluation properties of landscape experience on a forest trail

As presented in chapter 3, every photograph which was taken by the 48 

groups that visited Asiu Experimental Forest in May, was analyzed in order to 

discuss the operational possibility of forest landscapes and the relationships 

between landscape types and attributes, using Visitor Employed Photography 

(VEP). Participants who visited to Asiu Experimental Forest for recreation were 

given a single-use camera and instructed to take photographs of what they



regarded as positive landscapes and to record the time that each photograph was 

taken. Forest landscapes,which were experienced and evaluated by people 

through forest recreation,were classified into 37 basic landscape types according 

to the compositional elements of the landscapes,such as visual object,view 

point, visual distance and topography. From the results, it was clarified that 

people frequently took photographs which were composed by several landscape 

types,which differed from people's visiting forms such as the size of their groups 

and their purpose to visit.

Chapter 4 traces the temporal occurrence pattern of the landscape experience

while recreational users were walking on a forest trail based on VEP.As a result 

of the analysis,about half of the participant's temporal distribution of taking 

picture was judged at random,other half was clustered distribution.The process 

of taking pictures consisted of a repetition of bout and non-bout periods. 

Furthermore,the participants took photographs by regular pace or reducing pace 

while hiking.In discussion,a schematic model of landscape appreciation while 

recreation activity was obtained from these results.The model consists of two 

alternate stages.One is the previous stage of landscape consciousness level 

fluctuated by the interaction between visitor's activity and their environment. 

As the result of the changing landscape consciousness level,the next stage will 

begin to work in order to appreciate the landscape they see.

In chapter 5,I selected Sign Sampling Method(SSM)as the research method,

and 10 views along the trail were selected to evaluate landscape preferences in 

Asiu Experimental Forest.A sign marked each view,and the 238 participants 

were instructed to evaluate the on-site landscape and to complete a 

questionnaire at the front of each sign.A photo-based landscape evaluation 

panel survey was conducted using a questionnaire sent by mail to the



participants who had completed the on-site survey.I compared the differences 

between the on-site and photo-based landscape evaluation in order to 

understand the characteristics of landscape experience on a forest trail.The 

results that followed were that some of the landscape types offered different 

landscape evaluation indices between the on-site and photo-based methods.

The sequential factor of the trail influenced these differences.On the other 

hand,in the case of natural forests or huge trees,on-site factor was important.

The reliability,representatively,and validity of the photo-based survey were also 

discussed.I found that a photo-based evaluation has high reliability.However,

the correlations among the on-site and photo-based ratings showed a low 

relationship among them.This means that the validity of a photo-based approach 

is suspected of representing original landscapes.

In chapter 6,I conceptualized the landscape experience on a forest trail,and

presented a schematic model for generating landscape experience and for 

composing satisfaction based on the results from chapters 3,4 and 5.It was 

considered that the visitor satisfaction at an evaluation point was affected by 

his/her evaluation of landscape at the present point and the evaluation of 

satisfaction at previous points along the trail.The multiple regression model 

which predicts satisfaction at an evaluation point explained approximately 

55-67% of satisfaction ratings observed.By combining all of the above results,I 

structured an integrated model of landscape experience on a forest trail 

quantitatively.From an aspect of recreational trail planning,this hypothesis could 

suggest that an arrangement of better landscape resources on early parts of a 

trail are more effective for hiker satisfaction.

With summarizing the results above,the conclusion of this study was described

in chapter 7.It is necessary to combine the development of preferable scenic



landscape and the sequence factor on a trail successfully to increase the visitor 

satisfaction.For the application of landscape planning or management in a 

recreational forest,it is supposed that the view point with sequential patterns of 

landscape experience in mind is important for planners and managers.Future 

management of recreational resources would require research based on on-site 

recreational experience.
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写真投影法 撮影 時記入用 帳票(1999-2000実 施)

標識サ ンプ リング法調査 のお願 い(2000-2001実 施)

標識サ ンプ リング法調査 フ ェイスシー ト(2000-2001実 施)
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郵送調査質問紙1回 目(2000-2001,お よび コン トロール調査 で実施)

郵送調査質 問紙2回 目(2001-2002実 施,お よび コン トロール 調査で実施)

郵送調査礼状(2000-2002実 施)

標識サ ンプ リング法調査 に使 用 した標識 の設 計



写真投影法 調査のお願 い(1998実 施)

調 査 に あた って の お 願 い

調査への ご協 力あ りが とうございます

私 たちは森林 の風景や快適 さにつ いて研究 を行 い、よ り美 しく、 よ り楽 し

い森 を創 ることをめざ して います。

この調査 はそ うした研究 の一環 として、みな さんが どの ような森林景観 を

好 ましい と感 じてお られ るのか調べ ようとす るものです。

今 回の調査 について い くつか のお願 いがあ ります。

★よいと思った風景や場所を撮影してください

★写真 にはうつりにくいなあと思われる所では、その中心だけでもけっこう

ですから撮影 してください

★撮影は片道(行 き)だ けで行ってください

★引き返した時刻と、だいたいの場所をおぼえておいてください

★写真は全部で25枚 とることができます

よろ しくお 願 いいた します。なお、今 回撮影 された写真や ア ンケー トの結

果 は研究 目的以外 にはいっさい使 用 いた しませ ん。

森林総合研究所 関西支所

奥 敬 一



写真投影法補完質 問紙(1998-2000共 通)



写真投影法 調査 のお願 い(1999-2000実 施)

調査 にあたってのお願 い

調査 への ご協 力あ りが とう ございます

私 たちは森林 の風景や快適 さにっいて研究 を行 い、よ り美 しく、 よ り楽 し

い森 を創 る ことをめ ざ して います。

この調査 はそ う した研 究の一環 として、みなさんが どのよ うな森林 景観 を

好 ま しい と感 じてお られ るのか調べよ うとす る ものです 。

今 回の調査 につ いて いくつかのお願 いがあ ります。

★よいと思った風景や場所を撮影 してください

★写真にはうつりにくいなあと思われる所では、その中心だけでもけっこう

ですから撮影してください

★撮影は片道(行 き)だ けで行ってください

★用紙には写真を一枚とるごとに、撮影したものに該当する記号に○をつけ

てください。また、撮影したときの時刻を記入してください

★撮影 した理由は、余裕があれば書いてください

★おりかえした時間と場所を用紙に記入してください

★写真は全部で25枚 とることができます

よろ しくお 願 いいた します 。なお、今 回撮影 された写真や ア ンケー トの結

果 は研究 目的以外 にはいっさい使用 いた しませ ん。

森林総合研究所 関西支所

奥 敬一



写真投影法撮影時記入用 帳票(1999-2000実 施)



標識サ ンプ リング法 調査 のお願 い(2000-2001実 施)

調 査 にあ た って の お 願 い

調査 への ご協 力あ りが とう ございます

私 たちは森林 の風景や快適 さにつ いて研究 を行 い、よ り美 しく、よ り楽 し

い森 を創 る こと存めざ して います.

この調査 はそ うした研 究の一環 として、みなさんが どのよ うな森林 景観 を

好 ま しい と感 じてお られ るのか調べよ うとす る ものです 。

今 回の調査 につ いて いくつかのお願 いがあ ります。

★最後まで同じ方が質問に答えて下さい

★標識の番号と質問紙の質問地点No.が 一致していることを確認して下さい

★標識の矢印の方向を向いて回答して下さい

★質問には記入漏れのないように回答をお願いします

★質問地点10ま で行かれた方は,最 終質問にお答えの上,設 置してある回

収箱にアンケー ト用紙を入れて下さい

★質問地点10ま で行かなかった方は,折 り返 しの時点で最終質問にお答え

いただき,お 手数ですが出発地までアンケー ト用紙をおもち下さい

★最後に粗品を進呈いたします

よろ しくお 願 いいた します。 なお、今 回の調査や ア ンケー トの結果 は研究

目的以外 にはいっさい使用 いた しませ ん。

森林総合研究所 関西支所

奥 敬一



標 識サ ンプ リング法調査 フェイス シー ト(2000-2001実 施)



標 識サ ンプ リング法調査記入用帳票(2000-2001実 施)





郵 送 調査 質 問紙1回 目(2000-2001実 施)

森 林 イ メ ー ジ 調 査 の お 願 い

このたびは 当方 の森林イ メージ調査 に ご協 力いた だきま して 、ま ことにあ りが とうご

ざい ます。

この アンケー トは、 さまざまな森林 を写真 で ご覧 になった ときに どのよ うなイメー ジ

を持 たれ るのか を調査するために行 うもので ございます。 これ ら一連 の調査 を通 して、

これか らの森林景観 をどのよ うに保全 ・管理 して い くべ きな のか を明 らか に してまい り

た い と考 えてお ります。 どうか趣 旨を ご理解 の上、 ご協力 をいた だけます よ う、お願 い

申 しあげます。

なお 、 アンケー トの結果 は、調査研究 の 目的 にのみ使用 し、回答 された皆様 に ご迷惑

をおか けする ことは一切 ございません。 アンケー トにご回答いただ いた方 には、後 日、

ささやかなが ら図書券(500円)を 進呈 いた します。

質 問 は次 のペー ジか ら始 ま ります。回答は この冊子 に直接書 き込 んで下 さい。すべて

の質 問 に回答 され ま した ら、 この冊子 だ けを同封 の返信用封筒 で返送 下 さい。御 面倒で

すが、〇 月〇〇 日ごろまで に御返送いただ ければ幸 いです 。

〇〇年〇 月

森林総合研究所 関西支所

森林資源管理研究グループ

奥 敬一



まず 、以下 の2つ の質問 にお答 え 下さい。質 問には7段 階評価 で1ヶ 所、該 当す る と

ころに○をっけて下 さい。 ただ し、 中間点 はつ けな いよ うにお願 い します。

▼〇 月〇 日の芦 生での体験 につ いて、今、 どれ くらい満足感 を感 じてい ますか

▼ もう一度 、芦生 を訪れた いという気持 ちは どれ く らい強 いです か

次 に同封 いた しま した森林風景写真 を見た ときのイ メー ジにつ いてお伺 い します。1

7枚 の写真それぞれ についてお答え下 さい。1枚 の写真 につ いて質 問が9つ あ ります 。

7段 階評価 で 、該 当す るところに○ をつ けて下 さい。ただ し、 中間点 はつけな いよ うに

お願い します。以下 は例です。

質問 はここか らです。













最後 にあなたの 生活 の背景 をお うかがい します。お答 えで きる範 囲で結構 です ので、

それぞれの項 目について ご回答下 さい。

▼お名前()

▼ ご職業(具 体 的にお願 い します)… …( )

▼ 山歩 き、ハイキ ングの頻度(○ をつ けて下 さい)

① これ まで に1～2回 ② これ まで に数回 ③ 年 に1、2回 は行 く

④ 年 に3～5回 は行 く ⑤非常 によ く行 く

▼ 自然観察会な どへの参 加経験

①参加 した ことはない ② これまでに1～2回 ③年 に1、2回 は参加す る

④年 に3～5回 は参加す る ⑤ 非常 によ く参加す る

▼〇月〇 日以降に山歩きなどに行かれましたか

①芦生に行った ②芦生以外の所へ行った ③行っていない

▼あなたが山歩きやハイキ ングに行 く理 由として、以下 の項 目の理 由は どれ く らい当た っ

てい ます か

質問は以上です。 どうもご協力あ りがとうございました。

No.



郵送調査質問紙2回 目(2001-2002実 施)

【写真 に対する評価 の部分 は1回 目と同様のため,割 愛 した。】

森 林 イ メ ー ジ 調 査 の お 願 い

昨年 は 当方 の現地調査な らび に郵 送 によ る調査 に ご協 力いただき まして、 まことに

あ りが とうございま した。

今 回,再 度郵送 させて いただ きました ア ンケー トは、 日常生活 の中で森林 の風 景の見

方 が どのよ うに形作 られてい くのか を調査す るために行 うもので ございます 。森作 りに

は長 い時 間が必要な ことか ら,長 期 的な観点 で,森 林 を利用 され る方 々の感 じ方 を とら

える ことが 目的 で あ り,決 して個 人の能 力を測 ろ うとす るもので は ございませ ん。 どう

か趣 旨を ご理解 の上、再度の ご協 力をいただけます よ う、お願 い申 しあげます。

なお 、 アンケー トの結果 は統 計的に処理 され、調査研究 の 目的 にのみ使用 されます の

で 、 回答 された皆様 にご迷惑 をおか けす る ことは一切 ございませ ん。 アンケー トに ご回

答 いただ いた方 には、後 日、ささやか なが ら図書券(500円)を 進呈 いた します。

質問 は 次のページか ら始 ま ります。 回答 は この冊子 に直接書 き込んで下 さい。すべて

の質問 に回答 され ま した ら、 この冊子だ けを同封の返信用封 筒で返送下 さい。御面倒で

すが、〇月〇〇 日頃 までに返送 いただ けれ ば幸 いです。

〇〇年〇月

森林総合研究所 関西支所

森林資源管理研究グループ

奥 敬一



最後 に,山 歩 きやハイキ ングとのかかわ りについてお うかが い します。

▼昨年郵送 した調査に回答いただいてか ら以降に,山 歩きやハイキングに何回くらい行

かれましたか

① まった く行かなかった ②1～2回 ③3～5回 ④6回 以上

▼そ の うち芦生 には何回 くらい行 きま したか

①行かなか った ②1～2回 ③3～5回 ④6回 以上

▼あなたが山歩きやハ イキ ングに行 く理 由として、以下の項 目の理 由は どれ くらい当たっ

て いますか

▼このような継続調査に今後もご協力をいただけますか

①協力して もよい ②協力したくない

(②に回答 された方 には今後い っさい調査票 をお送 りす る ことは ござい ません)

質 問は以上です。 どうもご協力あ りが とうございま した。

No.



郵送調査礼状(2000-2002実 施)

「森 林 イ メ ー ジ調 査 」

御協力の御礼

拝 啓

時下ます ます ご清祥 の こととお慶び 申し上げ ます。

この度 は,ご 多忙 の折 り,当 研 究室の森林 イメー ジ調査 に御協 力 を賜 りま

して,誠 にあ りが とう ございま した。

皆様 か らいただ きま した 回答 は,集 計,解 析 の上,こ れ か らの森林 景観管

理 のための貴重な資料 と して活 用 いた します 。今後 とも森林総合研究所 の業

務 に ご理解 を頂 けますよ う,よ ろ しくお願 いいた します 。

末筆 とな りま したが,皆 様方 の ご健康 と,ま す ます の ご発展 をお祈 り申し

上 げます。

敬 具

〇〇年〇月

森林総合研究所 関西支所

森林資源管理研究グループ

奥 敬一



標識サンプリング法調査に使用 した標識の設計


