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1. 研究の目的・背景 

 近年、景観評価の必要性が高まっている。し

かし、実際にどの景観をどのように評価するの

か、定まっておらず、そのときどきで検討してい

る現状である。また、人間の心理的評価構造を

把握する分野の研究は数多くあるが、景観評

価全体を網羅するような評価体系には至って

いない。そこで、これらの既往文献を統合する

ことで景観評価全体を網羅するような評価軸を

得る。また、評価軸と評価目的の関係性を把

握し、どのような目的の場合にどのような評価を

したらいいかを明確化し、これを体系化する。こ

れを本研究の目的とする。 

2. 分析の手法 

上記の目的を達成する方法として、心理的

評価の際に用いられる SD 法で得られた結果で

ある因子分析結果に着目し、因子と形容詞対

の関係性からすべての形容詞対の距離を求め、

評価軸を得ることとした。各形容詞対の距離を

得るため同一図上に布置する方法として、形

容詞対と因子の関係を距離行列に表し、その

データを多次元尺度法で布置する方法とした。

この多次元尺度法で得られた結果をクラスタ

ー分析によるクラスタリングを行い、どの形容詞

対がどのような評価軸に属するかを表す。これ

をもって本研究の目的である目的毎の評価軸

を得ることとなる。 

２－１．(1)分析に用いたデータ 

使用したデータは、日本都市計画学会学術

論文集、日本建築学会計画 系論文集、照明

学会誌、造園雑誌より街路景観についてＳＤ法

などの印象評価を行い、因子分析結果のある

ものとした。これにより論文 16 本因子分析結果

26 件形容詞対数 92 因子数 85 が得られた。 

 

 

 

図１ 研究のながれ 

（２）形容詞対の使用回数 

形容詞対の使用は、全９２形容詞対のうち、

「明るい/暗い」「落ち着いた/落ち着かない（落

ち着きのない）」が全因子分析結果２６個中、１９

回使用されており、最も使用回数が多い。また、

使用回数が５回以上のものが２５対、4 回以上

のものが２９対、3 回以上のものが 36 対、2 回以

上のものが４７対、となっており、1 回のみの使用

のものが４５対あった。 

2-2、因子・形容詞対の関係の算出 手法１ 

（１） 距離行列の求め方 

形容詞対の距離を算出するために、例えば

ある形容詞１とある形容詞２が同一の因子分析

結果において因子負荷量の最も高い因子が同

じ場合と、最も高い因子負荷量が別の因子の

形容詞対を同

一図上に布置 
クラスター分析
で個別目的毎の

グループに分け
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個別目的が決まっ
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場合とでは、前者のほうが類似度が高いと考え

ることができる。この考えを用いて形容詞同士

の距離を一番近いもの（同一のもの）を０、離れ

ているものを１とする、0，1 を要素とする距離行

列を求める。 

 

図２ 比率の関係により距離行列を作成 

（２）6 次元への布置とクラスタリング 

次にこの距離行列に、6 次元での SPSS 統計

パッケージの多次元尺度法（MDS）分析を適

用し、同じく SPSS 統計パッケージのクラスタ分

析（Ward 法・平方ユークリッド距離）を行った。 

分析結果を以下に示す。①整然性は、ほぼす

べての因子分析結果で用いられている。②開

放性・親近性は、ほぼ同じ目的に用いられてい

る。③夜間評価では、にぎわい性は重要な軸

ではない。 

 

図３ ４７形容詞対でのクラスター分析結果 

 しかしながら、この手法１の元となる距離行

列の算出方法は、すべての因子分析結果の中

で形容詞対がどの割合で同じグループ（因子）

に採用されているかの比率によるため、因子分

析ごとの因子数（グループ）を考慮しておらず、

ひとつの論文で因子数が２のものと５のものがあ

った場合、ただ単純に比率を取っただけでは

因子分析結果毎にグループの重みが軽くなっ

てしまう。そこで、次節にて、因子数を考慮した

手法２を行うこととする。 

表１ ４７形容詞対因子分析結果毎のクラスタ

  
2-3．因子・形容詞対の関係の算出 手法２ 

因子分析毎に単純な距離行列を作成し、そ

の距離行列同士を比較することにより全形容詞

対の距離行列を推定する方法を試みる。 

（１） 距離行列の求め方

 

図４ 各論文の因子分析同士の関係 

 

１）形容詞間の距離行列があると仮定（ただし、

未知で、これを推定する） 

0=k
ijy blankxk

ij =..ts

表 2
因子分析
毎の目的

(表１と記号
対応する)



２）それぞれの因子分析の結果のグルーピング

から、同じグループは０、違うと１という単純な距

離行列をつくる。これを
k
ijx

とする。（因子分析

毎に距離行列ができる。また、使われていない

形容詞があるとそこは、０も１も入らない状態とな

る。） 

３）２）で作成した距離行列に定数をかけたもの

が、１）の行列の推定値
kα になっていると考え、

それぞれの値を最小二乗推定で推定する。 

以上のように、手法２を用いて分析を行い、 

①手法１よりも、より目的毎の評価軸が明快に得

られた。②整然性は、夜間景観において重要

な評価軸である。③夜間評価では、にぎわい

性の評価軸は使用されていない。 

 

図５ ４７形容詞対でのクラスター分析結果 

表３ ４７形容詞対因子分析結果毎のクラスタ 

 

という結果が得られた。このことから、全体の景

観は開放性、親近性、整然性、現代性、快適

性、にぎわい性で評価されるが、夜間の場合は、

開放性、親近性、整然性、現代性、快適性を

用いており、にぎわい性は使用されていない、

という結果になった。次節にて、因子負荷量を

慮した手法３を行うこととする。 

2-3．因子・形容詞対の関係の算出 手法 3 

（１） 距離行列の求め方 

因子負荷量を慮した手法 

１）因子分析結果の各因子の因子を座標軸、

因子負荷量を座標と考え、それぞれの形容詞

対の座標を得る。 

２）各形容詞対同士の座標から距離を求め、距

離行列とする。 

３）以降分析２と同じく、最小二乗法推定で距離

行列を得る。 

 

図 6 因子負荷量考慮 

表３より夜間景観を検討しているデータは

A1・A2・E1・O1・P1 である。前節で、安定した

結果が得られた 47 を見てみる。47 は開放性・

親近性・整然性・変化性・快適性・にぎわい性

の６つの評価軸を得ている。ここで、整然性に

ついてみてみると、すべての目的で使用されて

いることがみてとれる。また、安定した評価軸の

開放性・親近性・にぎわい性について含まれる

形容詞が固定した数の少ない形容詞対で構

成されており、整然性・変化性・快適性に含ま

れる形容詞対の数は多くなっている。この、開

放性・親近性・にぎわい性に含まれる形容詞対

は手法２のものとほぼ同じものが属している。夜

間を検討しているもので見てみると、A1、A2、



E1、P1、O1 について共通してにぎわい性にお

いて使用されていない結果になっている。これ

は、手法１、２と同様の結果を得たことになる。ま

た、整然性が、手法２では夜間に重要な軸とし

てあったが、これは同じようにすべての夜間のも

ので使用されているので、同様な結果が得ら

れたことになる。また、夜間において網羅的な

評価をしている A１A2 については、手法３にお

いても、にぎわい性を除くすべての評価軸を使

用している。以上のように、手法３を用いて分析

を行うことで、①手法２と同様に開放性・親近

性・にぎわい性は安定した形容詞対が属してお

り、信頼のある評価軸といえる。②整然性は、

夜間景観において重要な評価軸である。③夜

間評価では、にぎわい性の評価軸は使用され

ていないという結果が得られた。 

（２） 因子分析結果同士の距離の算出と布置 

26 個の行列から最小二乗推定法を用いて算

出した Dij と、26 個の行列との距離を算出、26

個の行列のそれぞれの位置と Dij の位置を３次

元図上に布置して、どの因子分析結果がすべ

ての論文の中でどのような位置づけになってい

るか、を算出した。ここで用いる距離行列は、

各２６個の行列と算出した誤差二乗和をデータ

数で割り、それを距離として算出した。布置の

後、クラスタ分析により、4 つのクラスタを得た。

結果を表２に示す。ここで、表中の数字がクラ

スタを示す。クラスタ１は田園、クラスタ２は、地

方都市の中心街、クラスタ３は、夜間および CG、

というクラスタ毎の特徴が見られた。 

◆ まとめ 本研究では、心理的評価を行う際

に形容詞対の設定を可能にする、評価体系を

構築した。本評価体系で得られた評価軸として、

開放性・整然性・にぎわい性・親近性・変化性・

快適性が挙げられる。昼間の景観は目的ごと

に 6 つすべての評価軸を組み合わせて用いて

いるのに対し、夜間景観では「にぎわい性」以

外の 5 つの評価軸を用いていた。すなわち、昼

間景観は夜間景観にない固有の評価軸をもち、

夜間景観の評価軸は昼間景観の評価軸に含

まれる結果となった。 

 
図７ ４７形容詞対でのクラスター分析結果 

表４ ４７形容詞対因子分析結果毎のクラスタ 

 
 

 
図８ 因子分析結果の布置図 

 

◆今後の課題  

今回、心理評価の評価軸を得たが、物理量に

ついても昼間夜間を網羅した評価体系を得て、

景観評価の体系化としたい。 
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