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In densely built-up residential areas, a greening method is needed to be compact. The 

purposes of this research were to clarify (1) how the difference of the planting type 

effects on the impression of the alley, and (2) what kinds of other plant features effect on 

the impression. We conducted a video-based questionnaire with items based on 

semantic different method and the impression of plants. The result showed that (1) 

planting types didn’t make a difference in the effect of greening on the alley landscapes, 

and that (2) green coverage rates and individual plant characteristics changed the 

evaluation of alleys. 
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1.目的  

緑化の目的の一つに良好な景観を形成し、生活環境を改善す

ることが挙げられる。住宅地においても、緑化を進めるために地

方公共団体等は緑化の基準を設定しているが、この際緑化面積と

して算入されるものは庭などに存在する高木・中木が主である。

そのため緑化にかかわる支援などもそういった樹木の確保を要

件としている場合が多い。しかし、わが国の都市部に多くみられ

る密集市街地には狭隘な路地空間が多く存在し、良好な景観を形

成するための緑化を行う際に利用可能な土地が少ない。そのため、

密集市街地内で緑化を行う上では、都市内での緑化で想定される

ことの多い庭などの樹木(以下庭木)を利用することは困難であ

るといえる。一方で、路地空間においては鉢植えの緑が多くみら

れる 1)2)。このような鉢植え植栽は一つ一つが小さく、置く場所

も自由が利くため密集市街地居住者にとって比較的取り組みや

すい植栽形態であると考えられる。したがって、鉢植え植栽によ

る緑化を具体的な緑化施策等の中に組み込むことができれば、密

集市街地における緑化を進める上で効果的な可能性がある。 

路地景観全体の印象に影響する路地の特徴をみた既往研究と

して姜ら 1)、原科ら 2)によるものがある。また、路地の鉢植え植

栽についての研究も数多くあるが、庭木と鉢植えという植栽の形

態が景観に与える影響についての研究は見られない。従って、通

行者の視点からみた緑量が同じ場合、すなわち緑視率(画像内で

緑の占める割合)が同程度の場合に植栽形態の違いが景観評価に

与える影響を明らかにし、鉢植え植栽が庭木の代替として機能し

ているかを把握することは今後密集市街地内において緑化を進

める上で有用であると考えられる。また、路地景観の印象に植物

が影響する場合、その要因として植栽形態以外にどのようなもの

があるかを把握することも緑化に関する基準を設定する上で重

要であると考えられる。 

以上の背景に基づき、本研究では植栽形態の違いが路地景観

の印象に与える影響を明らかにすること、加えて植栽形態以外に

景観評価に影響を及ぼす植物の特徴を明らかにすることを目的

とした。 

 

2. 方法 

路地は利用者が景観内を移動する空間であり、視点の移動を伴

うシークエンス景観であるといえる。このようなシークエンス景
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観の評価を行う場合には、画像による評価は十分でなく、実験を

行う際の景観再現手法として動画の利用が有効である 3)。そのた

め、本研究では動画を用いたアンケート調査を行った。 

 

2-1.動画の撮影 

東京都の防災都市づくり推進計画4)において、重点整備地域と

して指定されている地域のうち、世田谷区役所周辺・三宿・太子

堂地域、千駄木・向丘・谷中地域、西ヶ原・巣鴨地域、北砂地域

の四か所を対象地として動画を撮影した(図-1)。重点整備地域は

老朽木造建築物が集積し、防災上の問題を抱えている場所が指定

されており、東京都の中でも密集市街地が多く残っている地域で

あると考えられるため、この地域において動画を撮影することと

した。対象地内の路地のうち、周辺が住居として利用されており、

道路が直線的で平たんなものを選択し、計6本の動画を撮影した。

動画は1本につき15秒で、カメラの高さを地上から約1.6mの

地点、歩行速度が約0.6m/sとして、街路方向に沿って歩きなが

ら撮影した。 

街路の緑視率を算出するため、撮影した動画から0秒、5秒、

10秒、15秒の時点で画像を切り取った後、画像処理ソフトImageJ

を用いて色相が60~180の部分の面積の比率を計算した 5)。この

際、明らかに植物ではないと判断できるものが算入されていた場

合は手作業でその部分を取り除いた。4枚の画像の緑視率の平均

をその路地の平均緑視率とし、これと路地の植栽形態に基づき6

本の路地の類型化を行った。この際、平均緑視率が高い路地にお

いては鉢植えと庭木というどちらか一方の植栽形態に分けるこ

とが困難となる傾向が認められたため区別をせずにまとめて扱

うこととした。これにより、平均緑視率10%程度で鉢植え植栽

が優占する鉢植え型路地(Pot plants A,B)と、平均緑視率10%程度

で庭木の優占する庭木型路地(Garden trees A, B)、平均緑視率

25%程度で庭木と鉢植え植栽の混在する混合型路地(Mix A,B)の

3類型に街路を分類した(図-2)。 

 

2-2.アンケート調査 

 アンケート調査は大学生30名(男性25名、女性5名)を対象に

行い、前述した6本の路地の動画をコンピュータ上の画面にそ

れぞれ一回ずつ投影した。被験者は動画を一本見終えるごとにア

ンケートへの記入を行った。動画を投影する順番が被験者に与え

る影響を取り除くために動画は被験者ごとに提示順を変更した。 

アンケート調査における調査票は(1)SD法による路地全体の

印象について問う15対の形容詞の7段階評価と、(2)路地内の植

物の印象について問う5つの評価項目(「植物が印象的である」

「植物が個性的である」「植物が好ましい」「植物に統一感がある」

「この植物のある通りに入りたい」)、(3)路地植物の印象に関す

る自由記述とした。これらの質問項目は路地や街路の印象評価に

関する既往文献 6) 7) 8)を参考に作成した。(1)は路地景観の評価構

造を明らかにし、良好な路地空間の特徴を把握するため、(2)は(1)

との比較により路地内の植物が景観全体の印象に与える影響を

明らかにするために設定した。また(3)は自由記述によって景観

に影響を与える要因をより具体的に明らかにするために設定し

た。 

 

2-3.分析手法 

 路地空間の評価構造を明らかにするため、SD法による路地全

体についての印象評価の結果に対して、因子分析を行った。因子

分析は固有値 1.0 以上で因子の寄与率が 10%以上の基準を設け、

因子の解釈の可能性も考慮し因子数を決定した。因子抽出法には

最尤法を採用し、バリマックス回転後の因子負荷量が 0.40 以上

の評価項目を基準として因子を抽出した。因子名は各因子におい

て因子負荷量の大きい評価項目を参考に命名した。その後各因子

について因子得点を算出した。 

 路地内の植物と路地景観全体の印象との関係を見るために、各

因子得点と路地内の植物に関しての評価の結果との相関を調べ

た。また、庭木と鉢植えという植栽形態の違いが路地景観全体に

対して及ぼす影響を調べるために鉢植え型路地と庭木型路地に

ついてそれぞれ因子得点の平均値を算出し、因子ごとにWilcoxon

の順位和検定を行った。加えて植栽形態以外に路地の景観評価に

影響している緑の要因を明らかにするために、各因子と路地植物

についての評価項目ごとに、6 本の路地に対して Wilcoxon の順

位和検定をもとにした多重比較を行った。 

 データの統計処理には統計処理ソフトのR(version 3.2.2)を使用

した。 

 

3. 結果 

3-1. 因子分析 

 因子分析の結果、3つの因子が抽出された(表-1)。Factor1は美

しい・気持ちの良い・好ましい等で表される”歩行快適性”の因子、

Factor2は”見通し―開放性”に関する因子、Factor3は”単調―人工

的”についての因子と解釈した。 
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3-2. 全体印象と植物への印象の比較 

各因子の因子得点と路地植物に関する評価の相関を調べたと

ころ、Factor1(歩行快適性)と「植物が好ましい」(R = 0.75, p < 0.01)、

および「この植物がある通りに入りたい」(R = 0.78, p < 0.01)の2

項目の間に強い相関が見られた(図-3、図-4)。他の 2 つの因子と

路地植物に関する評価項目の間には相関は見られなかった。 

 

3-3.植栽形態間 / 路地間の比較  

路地全体の印象について植栽形態間での比較を行った結果、植

栽形態による有意差が見られたのは Factor3(単調―人工的)につ

いてのみだった(図-5)。個別路地間で比較した結果(図-6から図-8)、

特にFactor1(歩行快適性)に関して鉢植え型路地Pot plants Bと混

合型路地Mix Aの路地が他の路地と比べて因子得点が低かった。 

 

4. 考察 

4-1.抽出された因子の解釈 

Factor1は路地景観全体の印象に関する様々な評価項目が含ま 

 

【表-1】 因子分析表 

れており、歩行快適性と解釈した。最も因子寄与率の大きい

Factor1 が歩行快適性を表していることは、歩行しやすさの向上

と景観の向上が大きく関連しているという藤居ら 8)の研究とも

一致する。そのため、良好な路地景観の形成を進める上では

Factor1 の因子得点が高くなるように働きかけることが最も重要

評価尺度 Factor1 Factor2 Factor3 

美しいー美しくない 0.885 0.124 -0.002 

気持ちの良いー気持ちの良くない 0.833 0.299 0.005 

好ましいー好ましくない 0.815 0.221 -0.095 

さわやかなーうっとうしい 0.806 0.284 0.152 

歩きたいー歩きたくない 0.727 0.352 -0.056 

安心感のあるー不安感のある 0.707 0.252 0.118 

明るいー暗い 0.599 0.477 0.152 

整然としたー雑然とした 0.519 0.171 0.657 

見通しの良いー見通しの悪い 0.416 0.701 0.284 

開放的なー閉鎖的な 0.370 0.747 0.142 

開放感のあるー圧迫感のある 0.378 0.710 0.002 

変化のあるー単調な 0.066 0.032 -0.591 

自然的なー人工的な 0.011 -0.158 -0.531 

連続的なー不連続な 0.344 -0.098 0.460 

みどりが豊かなーみどりが乏しい 0.150 -0.273 -0.414 

因子寄与率(%) 33.6 15.6 10.8 
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であり、そのような路地の特徴を明らかにすることが必要である

と考えられた。 

 Factor2 は見通し―開放性に関する因子であり、これが歩行快

適性と異なる因子として抽出されたことは、開放感に関連する因

子が歩行願望の評価と関連が低いことがみられるとした藤居ら

8)の研究結果と類似した傾向が確認された。この因子の得点が高

いほど路地の空間構成としては視野が広く感じられるようにな

っているほか、道路上にものがせり出していないというようにな

っているために、防犯性などの安全面で優れた路地と評価出来る

と考えられた。 

 Factor3 は単調―人工的という因子と解釈した。これは、因子

得点が高いほど路地全体が自然に乏しく、単調な様子であること

を示す因子となっていた。このような因子が抽出されたことから

路地全体の印象を決める上で自然的な要素、植物が影響している

ことが考えられた。 

 

4-2. 全体印象と植物への印象の比較 

Factor1(歩行快適性)を高めることは良好な路地景観を形成す

る上で重要である。また、Factor1(歩行快適性)と相関の見られた

路地植物に関する評価項目２つは、路地植物の魅力に関して聞い

ているものであるといえる。これらの結果を総合的にふまえると、

路地植物の魅力と路地全体の魅力は、大きく関係していると考え

られ、路地植物の重要性が確認出来た。 

 

4-3.植栽形態間 / 路地間の比較 

 植栽形態が異なる路地間で路地全体の印象を比較した結果、有

意な差の見られた Factor3(単調―人工的)では鉢植え型路地の方

が変化や自然性に富んでいるということが示されていた。このこ

とは、緑視率の計算の際に、路地内でのその変化が庭木型に比べ

て鉢植え型の方が大きかったこととい傾向と一致していた。一方

で、路地全体の魅力に大きくかかわると考えられたFactor1(歩行

快適性)には庭木型と鉢植え型で有意差は見られなかった。した

がって、植栽形態の違いが景観全体の魅力に対して及ぼす影響は

小さく鉢植えを利用して路地空間の緑化を行っても庭木による

緑化と同等の効果が期待できることが示唆された。 

 6 本の路地を個別に比較したところ、Factor1(歩行快適性)の因

子得点が低くなっているのは鉢植え型路地Pot plants Bと混合型

路地Mix Aの2本であった。このうち鉢植え型路地Pot plants B

は平均緑視率が最も低く(図2)、視野に占める緑量が増加するこ

とが街路の好ましさを向上させるという既往文献 9)に見られる

傾向と一致していた。一方で、混合型路地Mix Aは路地の中で

緑視率が最も高かった(図2)。Mix AはFactor2(見通し―開放性)

においても因子得点が低く、自由記述から道路上に飛び出してい

る葉がこれらの因子の評価に対して大きく影響していると考え

られた。したがって、緑視率の増加が街路の好ましさの向上に必

ずしも直結するわけではなく、緑の質といえるような部分も大き

くかかわってくると考えられた。 

 また、緑視率の低い鉢植え型と庭木型の路地の中でFactor1(単

調―人工的)の高い鉢植え型路地Pot plants A , 庭木型路地Garden 

trees Aの2つの路地に関しては、自由記述において果実や花卉の

存在に対する好意的な指摘が多くみられた。このことから、花卉

や果実といった色彩的に目立つ部分が景観全体の印象に大きく

影響する可能性も考えられた。 

 

5. まとめ 

 本研究により、路地全体の魅力と路地植物の魅力が大きく関係

していることが示されたが、このことは良好な路地空間の形成を

図る上では植物に重点を置いて計画・施策を進めていくことの重

要性を示していると考えられた。ただし、具体的に緑化を行う上

では、単純に緑量を増やすというような方策ではなく、資金面や

植物の世話をする地元住民の労力を鑑みて、適切に管理の行える

範囲の植物を確保することが重要であろう。また、本研究により

鉢植えが従来緑化に多く用いられてきた庭木と同様の景観改善

効果を持ちうることが示された。鉢植えは一つ一つが小さく占有

する場所が少なくて済み、移動させることも可能であることから、

庭木と比較し導入が簡単で、配置等を工夫することによってより

効率的な緑化も行いうると考えられた。 

  

補注 

(1)この地図は基盤地図情報基本項目の行政区画の境界線と防災

都市づくり推進計画を基に加工したものである。 
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