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地下街における店舗の「構え」と「並び」に対する印象評価に関する研究 
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This study aims to clarify the evaluation of the impression of “sequence” of stores in an underground shopping mall, 
and “facade” which constitutes “sequence”. In order to clarify this, we tried to evaluate the impression of “sequence” 
by using the evaluation grid method and the semantic differential method. In addition, we considered the effect of the 
elements on “sequence” impression by using factor analysis and cluster analysis. As a result of this study, it is shown 
as the figure of the structure of the relation between the elements and the impressions in “sequence” of stores in an 
underground shopping mall. 
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1. はじめに  

1-1. 研究の背景と位置づけ 

土地の高度利用の進む大都市では、特に都心部において地下

空間の利用が進展している。中でも、地下街は地下鉄の開通や駅

改修・整備と合わせて昭和30年代から整備が進められた。地下

街は、公共交通機関と周辺商業施設をつなぐ地下歩道を有するだ

けでなく、地下歩道に面して店舗が設けられている。地下街の店

舗は、地下歩道への商品や看板等のあふれ出しが少ない、天井高

が揃っている、外部と隔絶されているなどの点で、地上の店舗と

は異なる特徴を有しており、地下街の街路景観は、地上の街路景

観の特徴とは異なる特徴を有していると考えられる。 

さらに地下街は、多くの人が通行し目にする景観でありなが

ら、画一的であり、都心部を代表する街路景観の一つとしては魅

力的なものになっていない。そのため、まずは、地下街の街路景

観に対する人々の印象を把握する必要があり、地下街の街路景観

の印象評価を行うことで、地下街景観の魅力向上につながる知見

が得られると考えられる。 

地下街景観に関する既往研究としては、地下街を構成する要

素を対象とした研究 1)2)3)や静止した状態と歩行中の評価から考

察を行った研究 4)、地下街の天井面を対象とした研究 5)6)7)がある。

しかし、地下街の街路景観を構成する最も基本的な要素である店

舗ファサードについてはこれまでの研究アプローチがない。 

1-2. 研究の目的 

 本研究は地下街の街路景観に対する印象評価を明らかにする

にあたり、店舗ファサードに着目し、店舗ファサードを「構え」、

店舗の「構え」の隣接店舗同士の関係を「並び」と定義し、店舗

の「構え」と「並び」に対する印象の関係性を明らかにすること

で、店舗ファサードの何がどのような状態で並び、それに対して

どのような印象を受けるのかを明らかにすることを目的とする。 

1-3. 研究の方法 

 対象とする地下街の現地調査を行い、店舗の「構え」の空間特

性を把握した上で、典型的な店舗の「並び」の組み合わせを印象

評価実験の評価対象として選定した。評価グリッド法では定性的

に、SD法では定量的に、店舗の「並び」に対する印象と要素の

関係を明らかにした。両印象評価実験の結果から、店舗の「並び」

に対する評価の関係性の考察を行った。 

 

2. 対象地下街の概要 

 本研究では、大阪市北区のホワイティうめだを対象とした。ホ

ワイティうめだは、昭和38年11月に開業し、JR・阪神・阪急・

大阪市営地下鉄が集中する巨大ターミナルに位置し、延床面積

31,336m2、営業面積 13,720m2の地下街である。また、一日約 40

万人の利用者が訪れ、平成24年5月時点で213店舗が立地し、

様々な業類及び「構え」を有する店舗が存在する。 

本研究では、店舗の「並び」に対する印象評価を行うことから、

ホワイティうめだに立地する店舗のうち、主な地下歩道に面する

148店舗を対象とした。 

 

3. 対象地下街の店舗の空間特性 

対象とする 148 店舗の「構え」を把握するために平成 24 年 9

月21日に現地調査を行い、店舗の「構え」の空間特性を把握し

た。佐藤らの研究 8)を参考に、店舗の「構え」を特徴づける指標

として、「業種(1)」、「店舗のファサード(2)」、「看板(3)」「店舗内へ

の歩行者の動線」の4つを選定し、特徴の把握を行った。「構え」

の各指標のタイプ分類を表-1 に、図-1 にはその概略図を示す。

また、同じく表-1 には「構え」に関する分類結果の店舗数を、

図-2には指標ごとの各タイプ分類の分布図を示す。 

業種別には、「飲食店」が最も多く75店・50.8%を占めた。ま

たファサードタイプでは、「open 開放」（53 店・35.8%）が最も

多く、看板タイプでは「ファサード壁面（横型）」（89店・60.1%）

が、動線タイプでは「滞在型」（85店・57.4%）が最も多かった。 
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図-1 ファサード・看板・動線のそれぞれのタイプ分類の概略図

4. 店舗の「並び」の抽出 

4-1. 印象評価実験で評価対象とする店舗の「並び」の選定 

 印象評価実験で評価対象とする店舗の「並び」として、地下街

での視認性から、

2~4 軒の店舗が

並ぶ様子を「並

び」の評価対象

単位の幅とした。

評価対象の選定

の際には、①同

業種の店舗が並

んでいるもの、

②業種がばらば

らなもの、③フ

ァサードタイプ

が同じもの、④

ファサードタイプがばらばらなものの4つの組合せを基本とし、

それぞれで同じ「構え」の「並び」がないようにした。その結果、

18か所の店舗の「並び」を抽出した(4)。表-2にこれら評価対象と

した店舗の「並び」を示す。 

4-2. 印象評価実験で用いる実験写真の作成 

評価対象とする店舗の「並び」の実験用写真は、被写体との距

離 6m、高さ 1.5m の位置で、2.5ｍおきに店舗の正面写真を水平

に数枚撮影し、画像編集ソフトを用いて 1 枚に結合した（5）。撮

影日時は平成 24 年 12 月 4 日 10 時から 13 時までである。表-2

右欄に店舗の「並び」の実験に用いた店舗の「並び」の写真を示

す。 

 

5. 評価グリッド法による店舗の「並び」の印象および着目要素

の分析 

5-1. 評価グリッド法による実験の目的 

 店舗の「並び」に対する評価には、様々な印象やそれをもたら 

表-1 店舗の「構え」のタイプと分類結果
構えを特徴づける指標 分類 店舗数

食品 11
飲食店 75
ファッション 21
サービス 25
雑貨・日用品 16
open 開放 53
open & ガラス 14
all 全面ガラス 3
half 半分 11
part 一部 26
close 壁面 2
一部開放のみ 39
ファサード壁面(横型） 89
ファサード壁面(縦型） 9
店内壁面 3
のぼり・立て看板・吊り看板 9
シート切り文字 7
のれん、提灯 21
なし 10
街路通過型 6
立ち寄り型 17
滞在型 85
回遊型 40

業種

ファサードタイプ

看板タイプ

動線タイプ

図-2 店舗の「構え」の分類結果（左上：業種、右上：看板タイプ、左下：ファサードタイプ、右下：動線タイプ）
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表-2 実験対象とする「並び」の店舗の「構え」

写真

番号

正面から見た

店舗位置
業種 ファ サードタイ プ 看板タイ プ 動線タイ プ 店舗の「並び」の写真

左 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

中 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

右 飲食店 part 一部 ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 食品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 立ち寄り型

中 飲食店 open & ガラ ス ファ サード壁面(横型） 滞在型

右 飲食店 open 開放 のれん、提灯 滞在型

左 飲食店 一部開放のみ のれん、提灯 滞在型

中 飲食店 一部開放のみ のれん、提灯 滞在型

右 飲食店 half 半分 ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 飲食店 part 一部 のれん、提灯 滞在型

中左 飲食店 close 壁面 のれん、提灯 滞在型

中右 飲食店 一部開放のみ のれん、提灯 滞在型

右 飲食店 part 一部 ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

中 飲食店 all 全面ガラ ス ファ サード壁面(横型） 滞在型

右 飲食店 一部開放のみ なし 滞在型

左 雑貨・日用品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

右 飲食店 half 半分 ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 飲食店 part 一部 のぼり・立て看板・吊り看板 滞在型

中 飲食店 part 一部 ファ サード壁面(縦型） 滞在型

右 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 ファ ッショ ン open 開放 のぼり・立て看板・吊り看板 回遊型

中 ファ ッショ ン open 開放 なし 回遊型

右 雑貨・日用品 open 開放 のぼり・立て看板・吊り看板 回遊型

左 サービス half 半分 ファ サード壁面(横型） 滞在型

右 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(縦型） 回遊型

左 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

右 ファ ッショ ン open 開放 なし 回遊型

左 雑貨・日用品 open 開放 店内壁面 回遊型

右 雑貨・日用品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

左 サービス open 開放 のぼり・立て看板・吊り看板 立ち寄り型

中 サービス open 開放 ファ サード壁面(横型） 立ち寄り型

右 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

左 食品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 立ち寄り型

中 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(横型） 立ち寄り型

右 飲食店 part 一部 のれん、提灯 滞在型

左 飲食店 close 壁面 ファ サード壁面(横型） 滞在型

中 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

右 雑貨・日用品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

左 食品 open & ガラ ス のれん、提灯 立ち寄り型

中 食品 open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

右 食品 open 開放 店内壁面 回遊型

左 飲食店 一部開放のみ のれん、提灯 滞在型

中 ファ ッショ ン open & ガラ ス ファ サード壁面(横型） 回遊型

右 雑貨・日用品 open 開放 店内壁面 回遊型

左 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

中 飲食店 half 半分 のぼり・立て看板・吊り看板 滞在型

右 サービス open & ガラ ス ファ サード壁面(横型） 立ち寄り型

左 飲食店 一部開放のみ ファ サード壁面(横型） 滞在型

中 雑貨・日用品 open 開放 のぼり・立て看板・吊り看板 立ち寄り型

右 ファ ッショ ン open 開放 ファ サード壁面(横型） 回遊型

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱
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す要素が含まれると考えられる。そこで、この印象と要素を抽出

し、その関係を階層的に見るために、店舗の「並び」の評価の際

に着目する要素とその印象との関係を定性的に明らかにするこ

とを目的として、評価グリッド法による印象評価構造の把握実験

を行った。 

5-2. 評価グリッド法による実験の方法 

実験は平成24年12月18日から30日にかけて、大学生11名（男

性10名、女性1名、平均年齢23.4歳）に対し、1対1のインタ

ビュー形式で行った。実験対象とした店舗の「並び」の写真 18

枚（表-2）を提

示し、写真を一

対ずつ比較しな

がら、その印象

と着目した要素

及びその状態を

評価コメントと

して抽出し、そ

の関係性を階層

的に把握した。 

 

5-3. 評価グリッド法による実験結果 

店舗の「並び」の評価に対し、評価を上げる「ポジティブ評価」

から122個、評価を下げる「ネガティブ評価」から236個の評価

コメントを抽出した。ポジティブ評価、ネガティブ評価において

3人以上が表明した印象として表-3の灰色部分を抽出した。 

ポジティブ評価では、11 人中 8 人が印象として表明した「統

一感がある」が最も多かった。ネガティブ評価では、11 人中 9

人が印象として表明した「統一感がない」が最も多かった。 

ポジティブ評価・ネガティブ評価それぞれにおける主な印象（3

人以上が表明）と要素との階層的関係を図-3 に示す（6）。印象と

要素の関係は、様々な状態を介しながら複雑であることが分かる。 

さらに、指摘の多かった、「業種」、「看板」、「商品」、「照明」、

「ファサード」、「柱」、「客」の7要素を代表的な要素として抽出

した。 

ポジティブ評価・ネガティブ評価それぞれで多く挙げられた評

価コメントを表-4に示す。ポジティブ評価では、「業種・看板が

揃っていることで、統一感を感じる」、「照明の明るさが同じであ

ることで、統一感を感じる」などが、ネガティブ評価では、「業

種・ファサードが揃っていなかったり、ばらばらであることで、

違和感を覚えたり、統一感を感じない」、「看板・間口がばらばら

5人以上 2人以上※カッコ内の数字、線の太さは指摘した人数を示す。

バランスが取れ

統一感がある

（7）

揃っている（6）

飲食店（2）

似たような物が

似ている（3）

黒っぽい（2）

赤い（1）

白色（1）

色合い（3）

規則的（1）

女性向け（1）

店の中（1）

奥が見える（1）

乱雑さ（1）

幅（1）

明るさ（2）

明るい（3）

オレンジ（1）

ピンク（1）

前の方にある

入りやすい（1）

空間が広く見え

こじんまりしてい

好き（2）

きれい（3）

奥まで見える（2）

整っている（1）

同じ（3）

平面的（1）

開放度（2）

すっきりしてい

る（3）
行きたい（2）

一列に並んでい

陳列がない（1）

看板（7）

業種（7）

照明（6）

ファサード（6）

ファサード壁面

（3）

ショーケース

（2）

間口（3）

商品（3）

通路（3）

印象 状態 要素

統一感がない

（8）

バラバラ（8)

違う（7）

色合い（7）

色（5）

明るさ（4）

浮いている（1）

店の間にある

光の量（1）

揃っていない（4）

並んでいるよう

途切れる（3）

中が見えるかど

バランスが悪い

多い（5）

女性向け（2）

悪い（1）

奥に凹んでいる

何でもある（1）

デッドスペースが

方向性（1）

靴と服（1）

和と洋（2）

嫌い（9）

横文字（1）

陳列（2）

奥行き（1）

タイル（5）

オープン（1）

無機質（1）

立っている（1）

におい（1）

人がいない（1）

違和感がある

（7）

飲食店（1）

ディスプレイ（1）

白い（2）

デザイン（2）

店と柱（1）

組み合わせ（1）

お互いが相殺し

行きたくない（1）

味（1）

ごちゃごちゃし

ている（6）

いっぱい並んで

安っぽい（1）

おじさんくさい
汚い（4）

暗い（4）

入りにくい（1）

黒っぽい（2）

オープンではな

狭い（3）

まとまりがない

（3）

業種（10）

看板（8）

商品（7）

照明（6）

ファサード（8）

柱（7）

ファサード壁面

（9）

ターゲット（3）

客（4）

間口（3）

印象 状態 要素

自己主張が強い

図-3 評価グリッド法における代表的な印象と要素の階層的関係（左：ポジティブ評価、右：ネガティブ評価） 

印象 使用人数 印象 使用人数
統一感がある 8 統一感がない 9
明るい 4 嫌い 8
好き 4 違和感がある 7
きれい 3 ごちゃごちゃしている 5
すっきりしている 3 汚い 4
合っている 2 暗い 4
落ち着きがある 2 狭い 3
活気がある 2 まとまりがない 3
平面的 2 興味がない 2
面白い 1 さびしい 2
開放的 1 つまらない 2
高級感 1 目立つ 2
可愛い 1 閉鎖的 1
優しい 1 直線的 1
奥行きを感じる 1 不連続 1
見やすい 1 凹凸している 1
新しい 1 うっとうしい 1
広い 1 普通 1
入りやすい 1 微妙 1
ワクワクする 1 違う 1
モダン 1 対照的 1

醜い 1
気が引ける 1
落ち着きがない 1
みっともない 1
さわがしい 1
まぶしい 1
邪魔 1
気になる 1

※灰色部分は3名以上が
　 表明した印象

a）ポジティブ評価の印象 b）ネガティブ評価の印象

表-3 評価グリッド法での 
   印象と印象表明人数 

a) ポジティブ評価 b) ネガティブ評価
要素とその状態 印象 要素とその状態 印象

業種・看板が揃っている 業種・ファサードが揃っていなかったり、ばらばら

看板・ファサード壁面の色合いが同じ
ファサード壁面の色合い・明るさ、看板の色合いが
違ったり、ばらばら

照明の明るさが同じ 看板・間口がばらばら
通路が奥まで見える きれい 照明の明るさが異なる 統一感がない

嫌い
汚い

商品が多い ごちゃごちゃしている

違和感がある
統一感がない

白いタイルの柱

統一感がある

表-4 評価グリッド法で多かった評価コメント 
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であることに違和感を覚えたり、統一感を感じない」などが挙げ

られた。 

ポジティブ評価、ネガティブ評価ともに、ある要素の「並び」

に対する「統一感」について多く指摘されており、「統一感」が

あるかないかによって評価が上下しやすいと考えられる。 

 

6. 店舗の「並び」に対するSD法を用いた分析 

6-1. SD法による実験の目的 

店舗の「並び」に対する評価には、評価グリッド法の結果のよ

うに様々な印象や要素が含まれていることが分かった。そこで、

この印象と要素の関係をさらに分析するために、店舗の「並び」

を評価する際にどのような印象変化が現れるのかを定量的に明

らかにすることを目的として、SD法を用いた印象評価実験を行

った。 

6-2. SD法による実験方法 

SD 法による印象評価実験は、大学生

28 名（男性 20 名、女性 8 名、平均年齢 20.4

歳）に対し、集団実験形式で行い、表-5 に示

した14の形容詞対に関する7段階の評価尺度

と、総合評価としての「悪い─悪くない」(7)

の 5 段階の評価尺度で評価してもらった。表

-8に結果を示す。 

6-3. 各評価尺度と定量指標の相関 

SD 法の結果と評価グリッド法で抽出した

要素の関係性を明らかにするため、各写真における各要

素の画像占有率を測定し、表-5のように定量的な指標を

作成した(8)。各形容詞対に対する評価と定量的な指標と

の間の相関係数を表-6に示す。 

看板占有率の合計と各形容詞対への評価との相関を見

ると、「古い」との間に5%水準で相関が見られた。表-2

を見ると、写真1、2、4、5、7、16にはどれも「のれん、

提灯」が含まれており、これが「古い」という評価に関

係していると考えられる。 

開口率合計と各形容詞対への評価との相関を見ると、

ファサードが開かれ、店内が見えることにより、「新し

い」「明るい」「清潔な」「変化に富んだ」「美しい」「開

放的な」という印象が増している。 

同じくガラス率合計について見ると、ガラスがあるこ

とで「すっきりした」「落ち着きのある」印象を持つこ

とが分かる。一方で、ガラスを多用している店舗は「閉

鎖的」な印象を持たれていることが分かった。 

6-4. SD法による実験結果 

各形容詞対間の相関の把握及び分類を行うために、各

写真における被験者の各形容詞対の評価を用いて、因子

分析を行った。因子の抽出には最尤法、プロマックス回

転を用いた。その結果、表-7に示すような固有値1以上

の4因子が抽出された。それぞれを「華やかさ」を表す

第1因子、「秩序感」を表す第2因子、「まとまり感」を

表す第3因子、「好感度」を表す第4因子と解釈した。 

さらに各因子と総合評価との相関(表-8)を調べた結果、第1、2、

4因子が総合評価と高い相関にあることが分かった。 

また、4因子の特徴をつかむために、各因子の因子得点を用い

たクラスター分析を行った結果、今回対象とした18の店舗の「並

び」を5つの類型に分類することができた。表-9にSD法の実験

結果をまとめた。ⅠからⅤの各類型における印象・要素の特徴か

ら、店舗の「並び」における要素と印象の関係を考察した。 

類型Ⅰは「華やかさ」がなく、「秩序感」もなく、「好感度」が

低いグループである。実験対象とした写真では、写真 3、6、9、

12、13 が類型Ⅰに分類された。ファサードの開口率の差が低い

ことにより、「暗い」「活気のない」などの印象を持たれることが

うかがえた。 

類型Ⅱは「秩序感」がないグループである。実験対象とした写

新
し
い

清
潔
な

明
る
い

美
し
い

活
気
の
あ
る

開
放
的
な

連
続
的
な

統
一
感
の
あ
る

変
化
に
富
ん
だ

落
ち
着
き
の
あ
る

す

っ
き
り
し
た

好
き

親
し
み
の
あ
る

個
性
的
な

悪
く
な
い

| | | | | | | | | | | | | | |

古
い

不
潔
な

暗
い

醜
い

活
気
の
な
い

閉
鎖
的
な

不
連
続
な

統
一
感
の
な
い

単
調
な

落
ち
着
き
の
な
い

ご
ち

ゃ
ご
ち

ゃ
し
た

嫌
い

親
し
み
の
な
い

個
性
の
な
い

悪
い

3 0.91 0.65 0.57 0.63 1.21 1.10 0.33 0.61 0.09 0.02 -0.38 0.59 0.68 0.61 0.45
6 1.06 0.65 1.32 0.42 1.21 0.78 0.26 0.29 0.24 -0.45 -0.16 0.20 0.54 0.00 0.41

13 0.77 0.65 0.96 0.63 0.99 0.78 0.80 0.68 -0.19 0.20 0.13 0.59 0.61 0.36 0.34
12 0.81 -0.13 1.14 0.02 0.92 0.64 0.80 0.65 0.13 -0.98 -0.41 0.59 0.54 0.25 0.48
9 -0.69 -0.38 0.89 -0.30 1.39 1.28 0.40 0.58 0.16 -0.41 -1.09 1.52 0.89 -0.32 0.48
2 0.66 0.58 0.32 0.24 -0.26 0.35 0.94 0.83 -0.44 -0.38 -0.27 -0.44 0.00 -0.03 -0.02

17 -0.30 -0.42 -0.29 -0.01 0.07 -0.18 1.51 1.22 -0.19 -0.70 -0.45 0.27 0.22 0.36 -0.16
18 0.84 1.01 0.61 1.02 0.49 -0.04 0.80 1.11 -0.37 0.70 1.23 0.20 0.97 -0.03 0.66
1 1.31 0.55 0.14 0.20 0.21 0.85 -1.42 -1.60 0.99 -0.52 -0.52 -0.66 -0.64 0.25 -0.48
4 1.06 0.55 0.46 0.38 0.10 0.89 -0.92 -0.96 0.34 -0.16 0.05 -0.27 -0.36 -0.39 0.02
7 1.24 0.23 2.07 0.17 0.85 1.32 -1.06 -1.24 0.66 -1.02 -0.34 -0.23 -0.36 -0.17 -0.09

10 -1.19 0.33 -0.64 0.45 -0.47 -1.11 1.12 0.72 -0.98 1.16 1.48 0.13 0.22 -0.57 0.27
14 -0.16 0.08 -0.97 0.02 -1.54 -1.43 -0.31 -0.10 -0.05 0.80 1.41 -1.09 -0.46 0.18 -0.23
8 -1.23 -0.81 -1.11 -0.37 -0.90 -1.25 0.01 0.11 -0.12 0.59 0.45 -0.09 0.14 0.22 -0.19

16 -1.19 -0.95 -1.00 -1.05 -0.58 -0.61 -0.24 0.08 -0.73 0.23 -0.05 0.16 -0.50 -0.14 -0.12
11 -1.80 -1.24 -1.64 -0.98 -1.51 -1.54 -0.38 -0.78 -0.26 0.34 -0.41 -0.23 -0.75 -0.60 -0.48
15 -1.55 -0.74 -1.86 -0.80 -1.40 -1.54 -1.49 -1.28 0.49 0.73 0.16 -0.59 -0.75 0.04 -0.59
5 -0.55 -0.63 -0.97 -0.69 -0.79 -0.29 -1.17 -0.92 0.24 -0.16 -0.84 -0.66 -1.00 -0.03 -0.77

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

類
型

写
真
番
号

±1.0以上 ±0.5以上

※値がマイナスなほど、印象は上段に変化している

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

±1.5以上

表-9 全体平均と各実験写真との平均の差 

定
量
指
標

明
る
い

活
気
の
あ
る

個
性
的
な

連
続
的
な

新
し
い

統
一
感
の
あ
る

好
き

清
潔
な

親
し
み
の
あ
る

変
化
に
富
ん
だ

美
し
い

落
ち
着
き
の
あ
る

開
放
的
な

す

っ
き
り
し
た

悪
く
な
い

看板占有率の合計 -0.30 -0.08 0.15 0.28 -0.48 0.31 0.35 -0.28 0.35 -0.21 -0.12 0.46 -0.41 0.21 0.18
開口率合計 0.53 0.41 0.24 -0.28 0.76 -0.24 -0.01 0.57 -0.14 0.54 0.47 -0.43 0.57 -0.10 0.14
ガラス率合計 -0.23 -0.26 -0.15 0.21 -0.24 0.14 0.10 -0.05 -0.06 -0.38 0.04 0.46 -0.42 0.53 0.15

形容詞対

※印象が上段に近いほど数値がマイナス、下段に近いほど数値がプラス
相関係数は1%水準で有意 相関係数は5%水準で有意 相関係数は10%水準で有意

表-6 各形容詞対と定量指標の相関 

写真番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
看板占有率の合計 13.4% 17.0% 6.5% 17.2% 9.5% 3.7% 16.6% 0.5% 3.7% 3.8% 3.7% 4.8% 1.8% 6.9% 1.0% 12.5% 7.8% 6.9%
開口率合計 9.5% 38.6% 14.6% 9.2% 27.1% 29.3% 7.7% 62.6% 39.7% 49.0% 45.4% 24.1% 34.6% 23.3% 36.0% 35.8% 26.9% 9.1%
ガラス率合計 8.8% 15.3% 12.9% 18.8% 31.4% 9.9% 18.5% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 10.2% 14.2% 2.9% 20.3% 10.3% 21.3% 13.5%

表-5 各写真における看板占有率、開口率、ガラス率の定量指標 

悪くない-悪い
因子1 0.70
因子2 0.73
因子3 -0.13
因子4 0.88

表-8 各因子と総合評価の

相関  
1 2 3 4

新しい ─ 古い 0.858 -0.087 -0.048 -0.243
清潔な ─ 不潔な 0.776 0.025 0.337 -0.102
明るい ─ 暗い 0.691 0.037 -0.268 0.063
美しい ─ 醜い 0.616 0.012 0.433 0.093

活気のある ─ 活気のない 0.494 0.029 -0.292 0.365
開放的な ─ 閉鎖的な 0.449 -0.020 -0.375 0.132
連続的な ─ 不連続な -0.054 0.865 -0.058 0.049

統一感のある ─ 統一感のない 0.007 0.842 -0.003 0.006
変化に富んだ ─ 単調な 0.010 -0.527 -0.144 0.229

落ち着きのある ─ 落ち着きのない -0.136 -0.045 0.718 0.218
すっきりした ─ ごちゃごちゃした 0.171 0.052 0.704 -0.013

親しみのある ─ 親しみのない -0.206 -0.014 0.007 0.790
好き ─ 嫌い 0.035 0.070 0.267 0.759

個性的な ─ 個性のない 0.017 -0.259 0.093 0.351

因子

形
容
詞
対

因子負荷が大きいもの

表-7 因子分析の結果
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真では、写真2、17、18が類型Ⅱに分類された。業種やファサー

ドが異なることで、「不連続な」「統一感のない」という印象を持

たれることが分かった。 

類型Ⅲは「秩序感」があるグループである。実験対象とした写

真では、写真1、4、7が類型Ⅲに分類された。同じ業種が並び、

似た看板の形式の店舗が並んでいることで、「連続的な」「統一感

のある」という印象を持たれることが分かった。 

類型Ⅳは「まとまり感」がないグループである。実験対象とし

た写真では、写真10、14が類型Ⅳに分類された。商品の乱雑さ

が「ごちゃごちゃした」印象を与えて、いることが分かった。 

類型Ⅴは「華やかさ」があるグループである。実験対象とした

写真では、写真5、8、11、15、16 が類型Ⅴに分類された。ファ

サードが開かれていることで、「明るい」「開放的な」などの印象

を持たれることが分かった。 

以上より、SD 法での印象と要素の関係を要約すると、表-10

のようになった。 

 

7. 印象評価実験からの考察 

評価グリッド法およびSD法で得られた印象と要素との関係か

ら、対象とした地下街の店舗の「並び」に対する印象と要素の関

係を図-4 のようにまとめた。抽出した 7 つの要素のうち、印象

と多くの関係性を有している「ファサード」について考察する。 

「ファサード」のポジティブ評価では、要素が特に「統一感の

ある」に影響

を及ぼし、そ

れが総合評

価を下げな

いことにつ

ながると考

えられる。な

お、評価グリ

ッド法での

「ファサー

ド」に関する

ポジティブ評価のコメントには、 

 どちらの店舗もファサードが開かれているために中が見え、

統一感があり、好き。 

 店舗の開放度のバランスが取れているため、統一感がある。 

などが見られた。 

「ファサード」のネガティブ評価では、要素が特に「統一感の

ない」「違和感がある」「嫌い」などに影響を及ぼし、それが総合

評価を下げることにつながると考えられる。なお、評価グリッド

法での「ファサード」に関するネガティブ評価のコメントは、 

 ファサードが違っているため、違和感があり、統一感を感

じない。 

 ファサードのバランスが悪いため、嫌い。 

などが見られた。 

 さらにSD法の実験結果の分析において、定量指標である「開

口率」が大きくなるにつれて、「新しい」「開放的な」などの印象

に偏る傾向が見られ、「開口率」が小さくなるにつれて、「古い」

「閉鎖的な」などの印象に偏る傾向が見られた。 

 また、「ガラス率」が大きくなるにつれて、「落ち着きのある」

「すっきりした」印象に偏る傾向が見られた。 

 

8. まとめ 

 本研究における結果を以下にまとめる。 

1) 地下街の店舗の「構え」を「業種」、「ファサード」、「看板」、

「動線」に分け、大阪市北区の地下街ホワイティうめだを対

象として、地下街を構成する店舗の「構え」の特性を明らか

にした。 

2) 評価グリッド法による印象評価実験から、ポジティブ評価・

ネガティブ評価の代表的印象とそれをもたらす要素を抽出し、

これらの階層的関係を明らかにした。最も多く表明された印

象は「統一感」であり、「統一感」の有無により、評価が分か

れることが分かった。 

3) SD 法による印象評価実験から、因子分析により「華やかさ」

「秩序感」「まとまり感」「好感度」の 4 因子が抽出でき、さ

らにクラスター分析により、印象評価に基づき店舗の「並び」

図-4 心理的評価の構造（左：ポジティブ評価、右：ネガティブ評価）

※各因子と総合評価の関係における数値は相関係数を表し、線の太さは影響の強さを表す。

また、要素と印象の関係は一部のみ表している。 

まとまり感

華やかさ

業種

看板

商品

ファサード

照明

柱

客

新しい

清潔な

明るい

美しい

活気のある

きれい

開放的な

すっきりした

落ち着きのある

秩序感

好感度好き

統一感のある

連続的な

変化に富んだ

悪くない

0.73

‐0.13

0.70

0.88

要素 印象 因子 総合評価

評価グリッド法

SD法

両方

0.73

まとまり感

華やかさ

業種

看板

商品

ファサード

照明

柱

客

古い

不潔な

暗い

醜い

活気のない

閉鎖的な

汚い

ごちゃごちゃしている

落ち着きのない

秩序感

好感度嫌い

統一感のない

不連続な

単調な

悪い

まとまりがない

狭い

違和感がある

‐0.13

0.70

0.88

要素 印象 因子 総合評価

評価グリッド法

SD法

両方

表-10 SD法での印象と要素の関係

業
種

看
板

フ

ァ
サ
ー

ド

看
板
合
計

開
口
率

ガ
ラ
ス
率

新しい ─ 古い ○ ○

清潔な ─ 不潔な ○

明るい ─ 暗い ○

美しい ─ 醜い ○

活気のある ─ 活気のない △

開放的な ─ 閉鎖的な ○ △ ○ △

連続的な ─ 不連続な ○ ○

統一感のある ─ 統一感のない ○ ○ ○

変化に富んだ ─ 単調な ○

落ち着きのある ─ 落ち着きのない △ △ △

すっきりした ─ ごちゃごちゃした △

親しみのある ─ 親しみのない

好き ─ 嫌い

個性的な ─ 個性のない
※定量指標において、○は5%水準で有意、△は10%水準で有意

形
容
詞
対

店舗の「構え」
定量指標を
行った要素
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を5つの類型に分類することができた。 

4) 上記2種類の印象評価実験から、「ファサード」が印象と多く

の関係性を有していることが分かった。また、「業種」や「看

板」も多くの印象と関係性を有していることが分かった。 

 大阪市北区の地下街ホワイティうめだを対象とした本研究に

おける印象評価実験の結果から、地下街の店舗の「並び」に対す

る印象として、「統一感」が最も多く表明された。2 種類の印象

評価実験において、「業種」「看板」「ファサード」が「統一感」

と関係性を有していた。このことから、同じ「業種」の店舗、「看

板」や「ファサード」が類似した状態の店舗が並ぶことにより、

歩行者が「統一感」を感じ、これにより地下街景観に対する総合

評価を下げないことが分かった。 

 しかし、今回の印象評価実験ではすべて大学生を被験者とし

ており、大学生にとっては「統一感」が重視されていることが明

らかになったが、様々な世代が利用する地下街においては、必ず

しもこの結果が適用できるとは限らない。今後の課題としては、

各年代の人、そして利用目的が異なる人が、地下街景観に対して

どのような印象を持っているのかをさらに探究していく必要が

ある。また、地下街の特徴の一つに「天井」があるが、このよう

な地下街の店舗を構成する要素以外のものとの関係性を明らか

にすることで、より地下街景観に対する知見が深まると考えられ

る。 

 

補注 

(1) 業種におけるファッション、雑貨・日用品、サービスの判断

基準は以下の通りである。 

 ファッション：紳士服、婦人服、バッグ、靴、時計、眼鏡、

下着 

 雑貨・日用品：小物、書籍、花、薬局、化粧品、文具 

 サービス：銀行、宝くじ、理容、合鍵・修理、歯科、携帯電

話、エステ 

(2) ファサードタイプにおける判断基準は以下の通りである。 

 open 開放：前面地下歩道にファサードが開き、店舗と地下

歩道が一体化したもの。 

 open & ガラス：「open 開放」のようにファサードが開いてお

り、またガラスがあるもの。 

 all 全面ガラス：ガラス面積が 8 割以上で、視線が透過し、

店内が地下歩道から分かるもの。 

 half 半分ガラス：ガラス面積が5~7割程度のもので、ミラー

ガラスや曇りガラス等により視線の透過率が落ちるもの。 

 part 一部ガラス：ガラス面積が4割以下であり、一部のガラ

スから店内の様子が目視できるもの。 

 close 壁面：ファサードを閉じることで店舗内部を独立させ

たもの。また店内の様子が目視できないもの。 

 part open 一部開放のみ：入口もしくは窓口のみファサードが

開いているもの。 

(3) 1 つの店舗に複数の看板が存在するものがある場合、最も大

きいものを看板タイプとして分類した。 

(4) 「並び」における各店舗の間口の総計は均一ではなく、最小

の間口の総計は20m、最大のものは46mであった。そのため、

間口の総計を最小の20mにそろえたため、⑥、⑨、⑩、⑪は、

店舗数は2店舗とした。 

(5) 本研究では、店舗部分を評価対象とするために、地下歩道や

天井部の写りこみを画像編集の際に、削除した。 

(6) 本研究では、評価グリッド法における評価を正と負で分けた。

その理由は、評価を上げる要素、下げる要素は表明される印

象により異なっており、複雑な関係を把握しやすくするため

である。 

(7) 「良い－悪い」ではなく、「悪い－悪くない」とした理由は、

良い「並び」よりも、問題点を発見することに重点を置いた

ためである。 

(8) 画像占有率を算出する要素としては、店舗の「並び」ごとの

看板の面積、各店舗の開口部・ガラス部分の面積とした。 
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