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 知覚の利用調整による都市での自然の享受 

 －可視の立入不可空間をめぐる考察－ 

A Study of the Contact with Nature by Perceptional Constraint in Urban Area 
 : Based on Example of the Visible Off-limits Area 

 
水上象吾* 

Shogo MIZUKAMI * 
 

It was attempted to search perceptional constraint for contact with nature in urban area. We focus attention on 
stormwater reservoir for flood control. Reservoir is one of example of space richly endowed with nature in urban. It 
was surveyed stormwater reservoir's location, spatial form, surrounding equipment. It was found that resident living 
near reservoir have a view of nature. It was surveyed resident's consciousness and perception for reservoir in their 
neighborhood. As the result, it was found that resident recognize not only visual environment but also sound 
circumstance or warmer environment. Nature elements have a better effect on impression of reservoir. It was 
concluded that relationship between the nature and human activity is mutually inhibit each other. Therefore, 
perceptional constraint is the potentiality of symbiosis with nature.  
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1. 研究の背景と目的 

近年、日本においては自然との共生を目指した都市づ

くりが望まれている 1)。自然との共生にかかわる施策には、

主として「生態系や生物多様性の保全・再生」と「自然

とのふれあい」が推進されており、自然を保全しそれを

享受することが主要な目的となる。 

* 水上象吾 正会員・佛教大学社会学部公共政策学科 Department of Public Policy, School of Sociology, Bukkyo 
University  

人間活動の領域となる都市は、人工構造物が多く自然

要素が確保された空間が少ない。また、生物の生息に対

して人為的干渉が大きいことから自然の保全は困難であ

る。自然との共生を成り立たせるためには、相対する自

然と人間との間に緩衝地帯を設けることや自然の維持管

理の仕方を検討していく必要がある。しかし、都市では

地価が高く、人口密度の高い密集地区が多くスプロール

化も進んでいることから、自然との間に緩衝地帯を設置

する空間的余裕はない。したがって、都市の中で自然が

確保された空間を利用調整することによって保全と享受

を両立していく必要がある。 

本研究では、立ち入り不可の雨水専用調整池を都市に

おいて自然が確保された事例としてとりあげ、内部に回

復した自然を享受する方法として、知覚の利用調整に着

目する。周辺住民の調整池内の自然に対する意識や考え

を把握し、居住環境における自然の評価点や問題点を明

らかにする。人間の知覚や印象を考慮し、自然と人との

境界のあり方、関わり方について考察する。 

 

2. 都市空間での自然との共生の可能性 

2-1. 空間の利用調整 

  都市内の河川、緑地、社寺林等における動植物等の

自然は、原生的な自然から人々の手が加えられた二次的

自然など人為のかかわる度合いは様々である。 

 宮城（2002）2)は、人とのかかわりからみて野生の自然

を第一次自然、科学技術が侵入することにより生成され

た自然を第二次自然とした上で、余剰な空間、廃棄され

た土地での自然発生にふれ、第三次自然と称す。例えば、

廃棄された工場跡地や炭鉱跡等の人為的な開発の跡に環

境浄化と自然回復が展開されている事例としてシアトル

の「ガスワークスパーク」やドイツの「エムシャーパー

ク」があげられ、予定調和的に飼い慣らされた庭園の自

然とは隔絶された位置にあるとしている 3)。 

 第三次自然は自然発生的に回復したという特性からも

人為的かかわりが低いとみなすことができる。より野性

的な自然という印象を受ける可能性があり、より自然ら

しい環境として享受できる可能性が期待できる。宮城 2）

は、第三次自然と人とのかかわりは未知であり、扱い方

にはしばし考慮する必要があるとしていることからも、

今後、生態的特性を調査していく必要はあるが、人為的

環境の中に回復する自然として人とのかかわりを持つ可

能性が高い自然と考えられる。当然ながら、都市の中に

回復した第三次自然として生息する動植物の存在には人

為の存在が干渉する。また、人為度合いの異なるいずれ

の自然も、保全と利用をすすめる上では、程度の違いは

あったとしても、人間活動とは衝突や矛盾をはらむ関係

が内包されていると言える。 

 自然に対して人間の利用による影響を緩和し、適正な

利用を図る方法としては、自然が保全された空間の利用

調整があげられる。空間の利用調整の種類としては、①

- 306 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2016 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, February, 2016 

 

 利用範囲を限定する、②利用人数を制限する、③利用時

間・期間を制限する、④利用方法を限定する、等の方策

が考えられる。 

 都市の中の限られた自然環境を享受していくためには、

自然が確保された空間の利用調整が一つの方法になり得

る。つぎに、一つの事例として、人工基盤で被われた都

市において第三次自然が確保された環境とみなすことの

できる雨水専用調整池の事例をあげる。 

 

2-2. 雨水専用調整池という事例 

 雨水専用調整池とは、都市の大規模な宅地開発により

著しく変化した不浸透域に降った雨水の流出として都市

型水害に対応するため設けられた雨水貯留のための設備

であり、日本では1960年代より多く設置されてきた。地

下貯留の形態もあるが、雨水専用調整池は地上で貯留す

る形態となる。地上で貯留する滞水貯留には、池貯留の

他、土地利用効率を考慮し、公園、緑地、スポーツ施設、

駐車場、校舎との複合利用を行う複合貯留によるものな

ども存在する。雨水専用調整池は主にコンクリート面等

で被われ、水難事故を防ぐために金網等で仕切られた構

造をもつ空間となっている。 

 コンクリート等で被われた形状を持つ人工的構造物で

あるが、植生が繁茂し多種の生物の出現が観察される場

所もある。水上（2003）4)は、鳥類の多様性を指標として

調査しており、人の立ち入りが禁止されている空間であ

ることが鳥類出現への干渉を低減させ多様性を高める要

因になっていることを示している。 

 雨水専用調整池は自然の確保を目的とした空間ではな

く、空間の利用目的としては雨水貯留となっている。た

だし、堆積した土壌や形成された水域に植生が侵入し多

種の生物の生息地となっている事例は、降雨時以外は放

置された空間に第三次自然が回復した環境とみなすこと

ができる。 

 
【写真-1】植生が繁茂した雨水調整池例 

 

 雨水専用調整池は宅地開発に伴い設置されてきたこと

からも、居住環境に多く設置されており、住民の徒歩圏

にあると考えられる。例えば、多くの調整池が設置され

ている都市域郊外の町田市の場合、雨水調整池は 257 整

備されており（2001年時）、同市に整備されている街区公

園 353（2002 年時）と比べても少なくない。誘致距離等

のアクセス性を考慮して整備された街区公園とは異なり、

雨水専用調整池は人々の利用を目的としてはいないが、

居住環境においては街区公園と同程度のアクセス性を持

っていると考えられる。 

 また、雨水調整池の形状は、雨水を貯留するために平

坦な地形では堀込式であり、傾斜地では谷部を利用し堤

体により堰き止めている。凹型の構造物であるため、堀

込式の場合、オープンスペースであることから見通しも

良い。周囲は、金網や柵など透視性の構造物で囲まれて

いる場所が多く、立入は禁止されているものの、調整池

外部からの内部空間の眺望が確保されやすい。 

 以上より、都市域の雨水専用調整池は人工的な基盤で

あるが、空間内に第三次自然が回復した事例もみられ、

自然を保全することができる空間として機能する可能性

がある。町田市の場合、雨水専用調整池の面積は場所に

より異なるが、平均値をみると街区公園と同程度の

2000m2程度となっている。現在、都市域の公園は緑が確

保された空間としても機能していることから、街区公園

と同程度の面積を持つ空間として、自然の確保に対する

効果を持つことが期待できる。 

 また、居住環境に多く立地している調整池は、都市住

民によるアクセスが容易であり、空間の構造上、内部の

眺望を確保しやすい。したがって、立入は不可能である

ことから内部に自然が確保されても「触れる」という行

為は難しいが、「見る」という行為は可能だという点で、

自然の享受を可能にしていると言える。つまり、人の知

覚においては触覚による自然とのふれあいを制限し、視

覚による自然の観賞を可能にするという意味において、

知覚の利用調整が都市での自然との共生を可能にすると

考えることができる。 

 

3. 雨水調整池の実態調査と住民意識調査 

 調整池の実態調査と周辺住民に対する意識調査を行っ

た。調査対象は、東京都町田市の雨水調整池とした。町

田市は高度成長期以降、住宅団地の開発が進み多くの雨

水調整池が存在している地域である。町田市に設置され

ている雨水専用調整池から地下貯留やオンサイト貯留等

を除いた雨水専用調整池 124 箇所を選定し、囲障構造や

見通しの状況等を把握した。 

 また、3箇所の雨水調整池を選定し、周辺住民に対して

アンケート調査を行い、雨水調整池の機能や印象に関す

る意識を把握した。この 3 箇所の雨水調整池はいずれも

内部に豊かな植生が観察でき、内部を視覚的に知覚でき

る透視性の金網や柵で囲まれている。いずれも都市再生

機構と東京都住宅供給公社の大規模団地に隣接している。 

 アンケート調査は、調整池に隣接する団地棟、および、

その背後に立地する棟とさらにもう 1 棟背後の棟の居住

者とした。アンケート票 600 票をポスティングにより配

布し、郵送による回収を行った。回答者はご家族のうち、
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 おひとりとした。有効回収票は88票となった。 

 分析方法は、アンケート各項目間の関係はカイ二乗分

析により検討する。なお、本文における有意水準の表示

は、**p<.01, *p<.05とする。自由記述式の回答は、回収票

88のうち53票得られている。分析方法は、テキスト型デ

ータ解析ソフト「WordMiner version1.150」を用いてテキ

ストデータを単語へと分割し、単語の出現頻度や他の単

語との関係を整理した。 

 

 

4. 雨水調整池の自然と周辺住民のかかわり 

4-1. 空間の囲障 

 雨水専用調整池の周辺に居住する住民が内部の自然を

認識することができるのかを検討するため、調整池の境

界を安全確保等の目的で隔てている囲障について調べた。 

 調査対象の調整池 124 箇所の囲障構造を調べた結果、

106箇所（85.5％）では金属製の線材を織り込んだ菱形の

網状とした金網であり、12箇所（9.7％）が金属製の縦格

子状の柵であった。金網と格子柵の両方により囲まれて

いた調整池が5箇所（4.0％）存在した。コンクリート壁

の堤体自体が囲障になり、金網等が使われていない調整

池が1箇所（0.8％）であった。基本的には以上の4種類

による囲障であるが、囲障の一部、例えば、コンクリー

ト壁の上部や金網・格子柵の上部に有刺鉄線を部分的に

使用している調整池は多数存在している。 

  
【写真-2】雨水調整池例の囲障例 

 

 金網と格子柵の場合、囲障の向こう側を透かして見る

ことができる。堀込式の場合は、調整池内部が凹型のた

め、外部から見下ろすことができ、堰き止め式の場合で

も、堤体のない山部側に行くことができれば内部を見通

すことが可能となる。 

 調整池内部の見通しは囲障構造だけが要因となるわけ

ではなく、調整池の形態による場合や調整池の周囲に公

衆用道路や公園等、一般に立ち入りが可能な空間が存在

するのか等により異なる。 

 それでは調査対象の調整池の場合、どの程度の割合で

見通しが可能となっているだろうか。調整池の外周のう

ちどの程度の割合から内部が確認できるかを測定した。 

 調査対象の調整池 124 箇所それぞれの見通しの割合を

測定した結果を図 1 に示す。フェンスをよじ登る等の特

別の行為をとらない場合、4箇所（3.2％）の調整池で内

部を全く見通すことができなかった（見通し割合0％）。

また、周囲のどの場所からも見通しがきく（見通し割合

100％）調整池は 27 箇所（21.8％）に及んでいた。多く

の調整池では、周囲のいずれかの場所から内部を見通す

ことができ、見通しの平均値は64.4％であった。 
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【図-1】雨水調整池内の見通し割合 

 

 以上より、調査対象の多くの調整池では囲障が透視性

の構造物であり、見通しが可能な形状や立地であること

から調整池内部の眺望が可能であることが確認された。

ただし、季節にもよるが金網等の囲障にツタ等の植物が

巻き付いている場所も多く、繁茂の状況によっては透視

性が確保されないとみなしえる調整池も多く観察された。 

4-2 周辺住民の調整池に対する印象 

 アンケート調査を元に周辺住民が雨水調整池をどの程

度頻度で見るのか、調整池の緑に関しての考えや調整池

の印象について把握した。 

 まず、自宅の建物棟の前か数棟前方にある雨水調整池

内の景色をどのくらいの頻度で見るか、に対する回答を

測定した（図2参照）。周辺住民の景色を見る頻度は高く、

調整池に隣接する団地棟の居住者は、背後の団地棟の居

住者に比べ頻度が高い傾向がみられた。居住する団地棟

が調整池に隣接するか否かに分類し、調整池内の景色を

見る頻度との関係をカイ二乗分析にて調べた結果、有意

差が認められた（V=.327*）。 

よくみる
74.7%

あまり
みない
4.6%

ときどき
みる
19.5%

ほとん
どみな
い
1.1%

 

【図-2】自宅の近くの雨水調整池内の景色を眺める頻度 

 

 周辺住民は雨水調整池の存在は日々認識しているが、

その機能については認識しているのだろうか。つぎに、

調整池の役目についての認識を把握するため、次の説明
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 文を提示し、その機能を知っていたかをたずねた。説明

文：「雨水専用調整池は、柵などで囲まれている立入禁止

の空間で、大雨のとき雨水を一時貯留して、下流へ少し

ずつ流し、河川の氾濫を防ぐ大切な役目をします。」 

愛着
がある
24.1%

愛着
がない
8.0%

あまり
愛着
がない
19.5%

やや
愛着
がある
48.3%  

 その結果、「知っている」と「少しは知っている」との

機能を認識している傾向の回答の合計が 88.5％に及び、

近隣の住民の多くが機能を理解していることが示された

（図3参照）。 

あまり
知らな
い
8.0%

少しは
知って
いる
31.0%

知って
いる
57.5%

知らな
い
3.4%

 

【図-5】雨水専用調整池内の緑に対する愛着 

 

立ち入りできないために触れあうことは不可能である

が日常の眺めから愛着を感じていることが示唆される。

この調整池内の緑に対する愛着と、先にあげた調整池の

印象（図 4 参照）との関係をカイ二乗分析により調べる

と有意差が認められ（V=.265**）、緑への愛着がある人ほ

ど調整池の印象がよい傾向がみられた。 

【図-3】雨水専用調整池の機能についての認知  以上より、事例とした調整池の場合、雨水調整池の周

辺住民は調整池内の景色を高頻度で眺めており、内部に

緑などの自然が存在していることが調整池の印象を良く

していることが示唆された。 

 

 同様に、雨水専用調整池の印象を調べた（図 4 参照）。

その結果、「よい印象」と「ややよい印象」の良い印象傾

向の回答の合計が46.5％に及び、「どちらでもない」を除

き、「悪い印象」と「やや悪い印象」の悪い印象傾向の回

答の合計16.3％に比べて多いことが示された。 

4-3. 調整池内の自然要素にかかわる知覚特性 

 雨水調整池内に回復した緑や生物の生息などの自然要

素を周辺住民はどのように知覚しているのかを整理し、

自然享受の可能性を検討する。アンケート調査にて雨水

調整池に関する自由意見を収集し、その内容から自然要

素と知覚の種類とが関連する内容について整理した。環

境を知覚する感覚別に、音環境、空気環境、温熱環境、

視環境に分類して取り扱う。感覚としては、聴覚、嗅覚、

温熱感覚（触覚）、視覚がそれぞれに対応する。 
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(1) 周辺住民の雨水調整池に関する意見 

 まず、雨水調整池に関する自由記述の回答データは、

テキスト型データ解析ソフト用いてテキストデータを単

語へと分割する分かち書きを行った。テキストデータを

単語へと分割し、助詞、接続詞、記号や句読点を除きキ

ーワードを抽出することで、文章の構成要素を把握した。

同種のキーワードを統一する置換を行い、構成要素をま

とめ、例えば、「風景」、「景色」、「景観」、等の用語を統

一し、「子供」、「こども」等の漢字と平仮名を変換し、鳥

類や植物の種名は、「鳥」、「植物」にまとめた。 

【図-4】雨水専用調整池に対する印象 

 

 成瀬（1996）5)。によれば、雨水専用調整池は、コンク

リート面に囲まれた巨大な箱のように捉えられ、厳重な

管理が必要なこともあいまって人々に嫌悪感を抱かせる

施設として社会的な認識を受けているとの指摘もある。

しかし、アンケート調査とした 3 箇所の調整池の場合、

凹形の眺望のきく形状や内部に豊かな緑が繁茂している

ことなども影響したのか、良い印象の回答割合が多い結

果が示された。 

 自由記述により得られたテキストデータの分かち書き

数は1953であり、キーワード数は512、総処理文字数（原

文文字数）は3833である。キーワードの統一や置換後の

キーワード数は82で構成要素数は359となった。構成要

素数が4以上のキーワードを図6に示す。 

 内部に生育する緑の存在が調整池の印象へ影響する可

能性があるため、調整池内の緑に対する愛着を調べた。

その結果、周辺住民にとって「愛着がある」と「やや愛

着がある」との回答は多いことが示された（図5参照）。  

 最も出現頻度の高いキーワードは、「鳥」であり、23

名が記述し42回出現していた。カモやサギ等の水鳥の総

称に加え、カワセミ、カワウ等の種名も含まれる。2番目

に頻度が多いのは、「雨水調整池」であり、3番目には、 
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【図-6】雨水調整池に関する自由記述の頻出キーワード 

 

「植物」となり、「鳥」と同様にススキやブタクサなどの

種名もあげられた。 

 5番目に頻出した「欲しい」とは何を対象とするかを記

述内容から確認したところ、調整池の整備・手入れや周

辺環境の改善、景観への配慮などが示されていた。同様

に、6番目の「来る」とは、多くが「調整池に鳥が飛んで

来る」ことを指し、2件が「調整池内の植物の穂などが住

居に飛んで来る」ことを示していた。10 番目の「良い」

と24番目の「楽しみ」のキーワードは肯定的な印象を持

つキーワードである。何を示すのかを確認したところ、

ほとんどが「調整池内の鳥や植物」に対応しており、調

整池内の自然が周辺住民に好印象を与えている場合が多

いと考えられた。 

(2) 周辺住民の自然要素に関する認知 
 つぎに、自由記述の内容から、調整池内の自然要素に

かかわる知覚特性をあげる。得られた53件の回答中、48

件が調整池内部の鳥類や植物等の自然に関してふれられ

ていた。それらの自然を周辺住民が知覚する感覚器との

かかわりについて、具体的な自然要素を抽出し 4 つの環

境要素に分類した（表1参照）。 

 

【表-1】感覚別にみた調整池内の自然要素とのかかわり 
環境要素（感覚） 自然要素の対象 回答割合（％） ※1

音環境（聴覚）
カエルの鳴き声、排水音、
鳥の鳴き声、葉擦れ音

17.0

空気環境（嗅覚） 水臭 7.5
温熱環境（触覚） 風、花粉、植物の穂等 18.9
視環境（視覚） 景観、鳥、魚、自然、雪、緑 28.3

71.7
※1 回答票数/53（全回答票数）

※2 調整池内の自然要素を認識する感覚としては、基本的には視覚に
よると考えられる。したがって、視環境に関しては、特に「眺め」や「見る」
といった行為があげられた回答のみをカウントした。  
 

 音環境に関しては、カエルや鳥の鳴き声、葉擦れ音と

いった動植物の音が多くあげられた。それらの音に関す

る印象してはよい傾向の回答が多くみられた。一方、排

水音に関しては不快な印象の回答であった。空気環境に

関しては 4 件の回答が記述されており、調整池内の水臭

に関するものか、特に対象を明記していない内容であっ

た。温熱環境に関しては、印象の良い対象としては風通

しがあげられ、印象の悪い対象としては調整池内の植物

による花粉アレルギーや調整池内の植物の穂などが飛来

して住居に届くことがあげられていた。視環境に関して

は、調整池内の鳥、魚、緑、雪景色といった自然要素を

対象とした言及内容が多く、同様に景観、風景などと対

象が漠然とした回答が多くみられた。特に「見る」や「眺

める」といった行為に関するキーワードが記述されない

場合は視環境の回答に含めなかったが、多くの回答に書

かれている調整池内の状況については、視覚による認知

であると考えられる。 
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 聴覚は他の感覚器に比べ、比較的長距離の範囲の情報

を得ることができ、また、方向の限定がなく様々な方向

から知覚することができる。調整池内部の自然を能動的

に眺めるという行為がなされなくとも、周辺住民は日常

生活の中で調整池内から発せられた音を知覚できる可能

性がある。同様に嗅覚によって知覚される空気環境も知

覚する方向の限定性がないことから、住民が調整池に向

けて能動的な行動をとらなくても、調整池内の悪臭や香

りが周辺住民へ影響を及ぼす可能性がある。温熱環境は、

知覚する距離範囲は狭いが、例えば、調整池内の植生や

水域によって反射熱が低減されるなど周辺環境へ及ぼす

可能性があり、建築物の存在しないオープンスペースが

風通しをよくするなど、調整池の存在や内部の自然の状

態によって変化する。調整池への人の立ち入りはできな

いため、内部の自然要素そのものとの触れ合いはないか

と考えられたが、実際には飛散する花粉や穂などが周囲

に到達していることが示された。また、間接的にではあ

るが微気候調整となる反射熱の影響や風通しなどの温熱

環境の影響が触覚を通じて知覚されていた。視覚は他の

感覚器に比べ、比較的長距離の範囲の情報を得ることが

できる。調整池の面積は調査対象地の場合、平均2184ｍ2

であり最大で 16951m2 となっているため、見通しが利く

場所では全体を見渡すことが可能となる。双眼鏡を使用

しバードウォッチング等を楽しまれている場所もあり、

調整池内の視知覚による自然享受の可能性は十分高いと

考えられる。緑にかかわる視距離としては、樹木を標準

対象とした場合の近景域にあたり、単木それぞれを認知

できる距離となる。 

 「なごむ」、「やすらぐ」等のキーワードも記述されて

いたが、これらは目や耳などの感覚器によって調整池内

部の自然要素が知覚された後、それがどのような状態で

あるかを認識した状態に対応すると考えられる。どちら

も肯定的な認識を示すキーワードであり、対象としては、

草花、鳥や四季、風情など、自然要素とそれらによる環

境やその変化があげられていた。 

 以上より、周辺住民の調整池内の自然に関する知覚特

性を明らかにした。周辺住民の多くが調整池内の鳥類や

緑などの自然要素に関する認識を示しており、その存在

は肯定的な印象であることが示された。また、主な感覚
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別に調整池内の自然要素とのかかわりを調べたところ、

基本的には視覚による知覚が多いと考えられるが、聴覚

や嗅覚等による認知も多様にあることが示された。さら

に、立入禁止の空間であっても、内部から飛散する自然

要素とのかかわりや微気候の影響などの触覚にかかわる

知覚もあることが示された。 

 

5. 知覚の利用調整による自然との共生の可能性 

 本研究では、都市において自然が確保された事例とし

て雨水専用調整池をとりあげ、都市住民が自然を享受す

る方法としての知覚の利用調整に着目した。 

 コンクリート等で囲まれ人の立ち入りのない雨水調整

池は人工的な基盤であるが、自然発生的に回復した第三

次自然が確保されている場所もある。自然との共生には

自然の確保に加え、それを人々が享受していくことも必

要となるため、空間の利用調整が必要となる。 

 事例とした雨水専用調整池は、居住環境に多く設置さ

れていることから都市住民によるアクセス性が高く、凹

型のオープンスペースとして眺望もきく空間であるため、

内部の自然を視覚的に享受できる可能性がある。実際に、

調査対象とした多くの調整池では囲障が透視性の構造物

であり、見通しが可能な形状や立地であることから調整

池内部の眺望が可能であることが確認された。 

 空間内に立ち入ることができないという点で内部の自

然と触れあうことはできないが、外部から眺めるという

視覚によって自然を享受できると言える。このように一

部の感覚器を制限し他の感覚器により内部の自然を知覚

できることは、自然への干渉を低減しつつ人間による享

受を保つ方策となり得る。このような考えを知覚の利用

調整とみなすならば、庭園の技法としてハハー（Ha-ha）

をあげることができる。ハハーは、1700 年頃にイギリス

で考案された風景式庭園の技法で、人為によりつくりあ

げた庭園とその外部に広がる自然との境界をなくすため

に、塀を取り払い庭園と外側との間に溝を掘り込んだも

のである。庭園の外にいる動物の侵入をくい止める等、

外部からの自然の脅威を防ぐ策でもある。一方で、外部

の自然の眺望とつなぐことを可能にする空間的技法であ

り、自然と人間との関わりに対する工夫といえる。 

 自然要素を都市空間内に維持管理するという点では、

動物園や水族館なども自然と人間とのかかわりが考えら

れてきた施設といえる。動物園にて展示されている動物

と鑑賞者の間に堀や柵を設け隔てるという手法は、ハハ

ーに始まったといわれている。境界は、ふれあい（触覚）

を不可能にしつつも、観賞（視覚）による知覚を可能に

し鳴き声（聴覚）や匂い（嗅覚）をも知覚できる装置と

なり得る。同様に、水族館等で用いられるアクリルガラ

スによる境界は、視覚以外の知覚をしにくくするものの、

もともと生育環境の異なる水生の生き物と人間とを近距

離に位置させ観賞ができる装置となっていることから、

視覚による享受をより向上させたと言える。 

 立ち入りが不可であることから空間の利用に対応して

いないとする考えもあるが、上述した知覚別に利用調整

していると捉えることで、事例の雨水調整池に回復した

自然を都市住民が享受する方策の一つとして考えていく

ことができる。 

 自然を享受する側にあたる人々の意識に関しては、雨

水調整池の周辺に居住する住民の調整池内の自然に関す

る意識を調査した結果、景色を高頻度で眺めていること

が明らかとなり、内部に緑などの自然が存在しているこ

とが調整池の印象を良くしていることが示唆された。ま

た、周辺住民の調整池内の自然に関する知覚特性を自由

記述の意見や印象より整理し、感覚別の環境により分類

したところ、基本的には視覚による知覚が多いと考えら

れるが、聴覚や嗅覚等による認知も多様にあることが示

された。また、住民の多くが調整池内の鳥類や緑などの

自然要素に関する認識を示し肯定的な評価が多くみられ

た。ただし、悪臭、花粉アレルギーや植物の穂等の飛来

を不快に感じているとの意見もあり、自然の存在は都市

において利点だけをもたらすものではないため、自然の

評価についてはさらに検討する必要がある。 

 以上より、都市において自然が確保された空間への立

ち入りの制限等による触れ合いなどの制約を設け、眺望

を確保するなどの知覚の調整を行うという考え方が、都

市という人工的な環境において自然を享受できる空間と

して機能させる可能性がある。 
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