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摘要

本研究では，沖縄の自然海岸を印刷した 18枚の絵葉書を対象に SD法によるアンケートとフラクタノレ解

析を行い，それぞれの結果聞の関連性を検討した.

その結果，自然海岸景観をフラクタル次元で定量化することができ，その数値は1.313から1.664の間

であった.また，これらの景観から受ける人間の印象を「印象性Jr空間性Jr親近性」の 3つの因子で整

理することができた.さらに，フラクタル次元とこれら因子との関係を調べたところ， r空間性」との聞に

相聞が見られ，海岸景観の主要な心理的評価因子に影響する景観の物理的特性がフラクタル次元によって

数値化された.

キーワード:景観評価，フラクタル， SD法，沖縄，海岸景観

Keywords: evaluation of landscapes，企actal，SDme也od，Okinawa， coastallandscape 

I はじめに

景観法では基本理念として，良好な景観は「国

民共通の資産として，現在及び将来の国民がその

恵沢を享受できるよう，その整備及び保全が図ら

れなければならない (2条 1項).J等を掲げており，

景観に配慮した空間利用は地域住民の生活の質を

高めることに貢献すると考えられる.また，特に

沖縄のような観光産業が盛んな地域では，景観は

重要な観光資源となっている.平成25年度観光統

計実態調査 1) によれば，景観等 5項目を沖縄観光

の基本的な魅力と位置づけた上で観光後の県外客

にそれぞれの満足度を尋ねたところ， I大変満足j

と回答した比率は「海の美しさ」が 65.6%と最も

高く，次いで「景観」が 59.3%となっている.と

ころがそのような海岸環境が護岸工事などで破壊

されて魅力のないものに変わりつつあるという指

摘がある(宇多 2002;仲間 2004). こうした美し

い海岸景観を保全するためには，景観を科学的に

評価してその特性や価値を明確にすることが重要

である.

これまで沖縄の景観については，市街地景観

(山内・池田 2002;比嘉・池田 2007)や集落景観

(糸満ほか 2005;崎浜 2006;崎浜 2007;陳・仲間

2009 ;谷沢 2011;松井 2012) に関する研究が多

く，その他に鉄道(田中・池田 2000)，草地(細川
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200骨)， f可J11 (我謝・池田 2001)などが研究対象

とされている舗上述のように重要性が高い海岸景

観についての研究は，集落と地形の関係を風水の

観点から解釈したもの{斎藤 200めや，島嘆景観

の社会学的意義を考察したもの{多国 2004)など

があるがB 海岸景観のどのような点を重視し何を

保護すべきかについて，心理学や感性ヱ学の観点

を含めて研究された例はごく限られている{田代・

岩崎2017).沖縄島の海洋性リゾートを研究した背

家ら (1持1)は現地訪問した被験者の印象を調査

しているが，これについても，被験者が現地で注

目した具体的な最観構成重要素との関連については

明らかにされておらず，また，対象とされたのは

人工海岸を含む海水浴場に限られるため， ?沖縄の

自然海岸景観の特性を広く評価したものとは言い

難い.

ゐ方，国内の他の地域では様々な景観評価の試

みが行われており，主に SD法等のアンケート調査

を用いた併究{鈴木・堀 1型的，回野倉ほか 1仰望;

加藤・吉岡 2004;総谷ほか 2007;鈴木 e 奥 2009)

が多く見られる.特に海岸景観については長谷川

ほかれ労7)や熊谷・松原 (2001).松原ー背木 (2∞り

などの実施例があり，人々が海岸1::対して持って

いるイメージの把握に成功している しかし，之

の手法は時間や費用がかかる{佐藤ほか 2007;石

田・堀口 2003) ことや，被験者の心理的な部分が

パイアスとして評価結果に大きな影響を及ぼす(石

田・場口 2003)等の問題点が指摘されている幽一

方，客観的かっ簡便な景観評価の方法としてブラ

クタル解析を用いた研究{佐藤ほか 2007;小)11ほ

か 1曽野;大野ほか 2002)が近年いくつかなされて

いる 自己紹似性おを持つ図形をフラクタノレ図形

と将ぴ，自然物は厳密なフラクタノレ図形ではない

が，ボックスカウンティング法的などで図形を近

似することで，ブラタタノレ理論安様々な目的で応

用することができる.

景観画像のブラタタノレ解析を行うとフラクダノレ

次元が算出され，これは画像に含まれる輪郭線の

複雑さを表す指標として用いることができる フ

ラクタル解析は鼠;観の定量的評価に成功してお 11.

小川ほか (1995) は自然景観よりも街路景観のブ

ラクタノレ次元が高いことから，人工物の存在が環
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境との不調和を引き起こしていることを示唆して

いる.また，大野ほか (2002) は判)11景観につい

て自然な景観と人了。的な景観のフラタ者ノレ次元の

関に差異安見出しつつもE 明確な区分は難しいと

して「計量心選学的な方法である SD法などをと

おして，景観に対する人間の心理的な評価とブラ

クタノレによる定量的な評価との比較を釘い，主観

性と客観性との関連を検討していく必要がある.J 

と述べている e さらに，ブラタタノレ次元と景観に

対する人聞の印象との間に関連がある可能性を示

唆する研究{須田ほか 2003;留井・古谷 2011;高

山ほか2002) もある.

本研究i主，沖縄における自然海岸最観の保全に

資するために，景観評価から見た沖縄の海岸の特

徴を明らかにすることを目的』ごした.そのために，

市販の絵薬害に用いられた海岸最観写真を対象に

フラタタノレ解析と SDi告による心理的評価を行い，

沖縄の自然海岸の景観イメ}ジの特牲を見出したa

さらに，算出されたフラクタル次元と SD法の結

果との相関を調べることによって，客観的なフラ

クタル次元と主観的な SD法による評価結呆との

関連を検討した

H 方法

1.フラクタル解析による景観画像特性調査

4般に景観の心理的研究では，被験者を現地に

赴かせて最観を見させる方法の代替として現地で

撮影した写真やビデオを案内で被験者に見せる方

法がとられることが多い.これに対し本研究では，

沖縄における観光資源としての非日常的な海岸景

観イメージの特牲を評価することを目的とするた

め，季節や天候などにより印象が変動する現実の

最観ではなく，間定的な景観イメージが表現され

ていると考えられる市販絵薬害の写真を題材とし

て調夜を行った，

沖縄県内では海岸景観を主題とした写真を印刷

した絵薬害が多数制作されており，主として観光

客に対して販売されている.那覇市内において市

販されていた絵薬蓄のうち，昼間の海岸景観を主

題とした与真が用いられたもの 18枚を語審査に用

いたE 図 1Iこm これらの絵葉書写真の撮影場所を

示した.対象の絵薬害写真弘スキャナーでデジ
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図1 調査に使用した絵葉書写真 (1・18)の撮影地点

図2 輪郭線抽出の一例

タノレ画像とした.次に，画像の両端を除くE方形

部分について，画像処理ソフト GIMP2で画像を

構成する主要な輪郭線を抽出し，画像解析ソフト

P叩Imag泊gを用いて輪郭画像のフラクタル次元を

ボックスカウンティング法で算出した.輪郭抽出

の一例を図2に示した.

2. SD法による心理的印象調査

SD法とは，反意語のある修飾語を多数用意し，

それらを両端に置いた多段階の評価尺度に対し

円。
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て評点をつけ，得られた評点を数値データとして

種々の解析を行うものである(長沢・神田 2010). 

名桜大学の学生を中心とする 30人(男子 15人，

女子 15人)を被験者とし， 18枚の絵葉書を順次

提示して SD法の調査票に回答させた. SD法に用

いた形容調対は，景観評価に関する既存論文(紹

谷ほか2007;長谷川ほか 1997;熊谷・松原2001; 

松原・青木2001)に使用されていた形容詞を集め，

その中から予備的に行った調査結呆に基づいて回

答傾向の類似性が高い形容調を統合し，表 1に示

す 17の形容詞対を選んで用いた.被験者には，絵

葉書写真ごとに，これら各形容詞対について 5段

階で評価させた.

SD法の結果を分析ソフト CollageAnalysisでク

ラスター分析及び因子分析をした.クラスター分

析にはウォード法を，因子分析には主因子法，パ

リマックス回転を用いた.その後因子得点の算出

まで行った.

E 結果および考察

1.フラクタル解析結果

各画像のフラクタル次元は1.313から1.664の

聞となった(表2).既往研究において，自然景観

のフラクタル次元が1.3から1.7となったもの(小

川ほか 1995)や1.00から1.51となったもの(Wi姐g

姐dOgawa 2015)等があるが，本研究の結果も概ね

同じ範囲となり，自然海岸景観を適切に定量化す

ることができたと考えられる.但し大野ほか(2002)

が指摘しているように，算出されるフラクタノレ次

元の値は画像処理や計算アルゴリズムの違いに影

響されるので，単純に他の研究とフラクタル次元

を比較することはできないことは注意すべきであ

る.そこで本研究では，フラクタノレ次元の絶対的

な値ではなく，画像聞のフラクタノレ次元の差に注

目して以下の解析を行った.

2. SD法調査結果

1)各景観写真に対する評価

各形容詞対について，すべての絵葉書に対する

評価得点、の平均値とそれらの標準偏差を表 1に示

す.美的な総合評価に相当する「美しい」や「好

ましい」という形容詞は平均値が4を超え調査に

用いた絵葉書は全体として優れた景観という評価

を得たと言える.これら絵葉書の写真は，観光資

表1使用した形容調対と， SD得点の平均値

および標準偏差

平均 標準偏差

美しい一見苦しい 4.48 0.35 

行きたい一行きたくない 4.26 0.52 

好ましい一好ましくない 4.28 0.43 

雰囲気の良いー雰囲気の悪い 4.14 0.29 

明るいー暗い 4.34 0.40 

調和したー不調和な 4.23 0.33 

安らぐーいらだっ 3.34 0.34 

開放的なー閉鎖的な 3.46 0.70 

うるおうー乾く 3.30 0.48 

変化に富んだー単調な 2.99 0.43 

立体的な一平面的な 3.85 0.47 

直線的な-曲線的な 3.65 0.49 

力強いー力の弱い 3.89 0.44 

落ち着く ーわくわくする 3.38 0.63 

親水性のあるー親水性のない 3.67 0.82 

整然としたー雑然とした 3.08 0.47 

見慣れた一 見慣れない 4.21 0.40 
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表2 各写真のフラクタル次元

写真番号フラクタル次元 12 

1.496 

2 1.517 

3 1.468 
10 

4 1.313 

5 1.503 

6 1.377 

7 1.490 

8 1.664 

9 1.605 A B 
4.5 

10 1.444 ‘ 
11 1.558 

12 1.365 

13 1.377 

14 1.384 

15 1.515 

16 1.596 
1 7 15 5 11 9 6 16 3 10 2 13 18 4 12 14 8 17 

17 1.565 
写真番号

18 1.611 図3 SDアンケート結果のクラスター解析

wl!、となり得る美しい景観イメージが表現されたも

のであることが確かめられた.また， r立体的なJ

や「親水性のある」という形容調は標準偏差が比

較的大きく，写真によって評価が大きく分かれた.

つまり，沖縄の自然海岸の景観イメージの中には，

立体感や親水性に関しては多様なものが存在する

ということになる.

次に，写真を類似した特徴を持つグループに整

理するため，アンケートで得られた，形容詞対を

行に，写真番号を列に配した SD得点の行列に対

してクラスター解析を行った(図 3). 18枚の写真

を，距離 4.5で，各々 10，3， 3， 2枚の写真から

なる Aから Dの4つのクラスターに分類した.

2)因子分析

人聞が沖縄の自然海岸景観を見るときにどのよ

うな評価軸を持っているかを把握するため，アン

ケートで得られた，形容調対を行に，写真番号を

列に配した SD得点の行列に対して因子分析を行い

因子負荷量を算出した(表 3).累積寄与率が 80%

を超えたところで打ち切ると(浅野・江島 1996)， 

3つの因子が抽出された.第1因子は， r美しいJ，r行

きたいJ，というような形容詞の寄与が大きいこと

から「印象性」と呼ぶこととした.第2因子は， r変

化に富んだJ，r立体的なJ，というような形容詞の

寄与が大きいことから「空間性」と呼ぶこととした.

第3因子は， r落ち着くJ， r親水性のあるJ，とい

うような形容詞の寄与が大きいことから「親近性」

と呼ぶこと左した.つまり，沖縄の自然海岸景観

から人聞が受ける印象の大部分は，これら 3つの

因子に整理できることになる.

本研究と同様な SD法で森林，史跡，水田の景観

を扱った既往研究では「自然'性J(鈴木・堀 1989)

や「開放性J(加藤・吉田 2004)が因子として抽

出された例があるが，本研究で扱った自然海岸景

観においては，これらの因子に影響する景観の要

素が比較的一定であるため，これらの因子が抽出

されなかったと考えられる.また，人工海岸を含

んだ海岸景観を扱った熊谷・松原 (2001)や菅家

(1991)の研究では「機能性Jと名付けられる因子や，

「うるさいJ，r人工的なJ，r新しい」などの形容詞

を含む因子が抽出されたが，今回は自然景観のみ

を対象としたため，このような因子が抽出されな

かったと考えられる.また，両研究では砂浜や護

岸で形成される海岸景観を対象としていたのに対

し，本研究では沖縄の代表的な自然海岸景観とし

F
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表3 各形容詞対の因子負荷量

印象性 空間性 親近性

美しい一見苦しい 0.973 -0.183 0.015 

行きたい一行きたくない 0.868 -0.237 0.382 

好ましい一好ましくない 0.858 -0.273 0.393 

雰囲気の良いー雰囲気の悪い 0.847 -0.267 0.441 

明るいー暗い 0.811 -0.257 0.122 

調和したー不調和な 0.776 -0.106 0.396 

安らぐーいらだっ 0.63 -0.45 0.582 

開放的なー閉鎖的な 0.603 -0.526 0.308 

うるおうー乾く 0.608 -0.625 0.424 

変化に富んだー単調な ー0.134 0.973 ー0.168

立体的な一平面的な ー0.194 0.847 ー0.388

直線的なー曲線的な 0.484 -0.63 

力強いー力の弱い ー0.169

落ち着くーわくわくする 0.41 

親水性のあるー親水性のない 0.204 

整然としたー雑然とした 0.545 -0.568 0.332 

見慣れた一見慣れない 0.449 -0.158 0.515 

寄与率 0.386 0.265 0.196 

累積寄与率 0.386 0.651 0.847 

て砂浜のみならず岩や崖を含む多様な景観を対象

としていたため， i空間性」が重要な因子として抽

出された可能性がある.

一方，長谷川ほか (1997) による北海道の海岸

景観についての研究では， r眺望性Iが抽出されて

いる.この因子には本研究の「空間性J~共通し

た形容調対が含まれているが，本研究の「空間性」

には景観の構図と関連が深いと考えられる「眺望

性」とは異なる「力強さ」や「うるおい」という

ような景観の構成要素自体がもたらす固有の印象

が関連しており，沖縄の海岸固有の景観の特徴を

表している可能性がある.

各画像のそれぞれの因子に対する因子得点は表

4のようになった.これを， i印象性Jと「空間性」

を軸とした散布図にプロットすると図4のように

なった.とこで，クラスター解析の結果(図 3) を

考慮して画像を4つの集団に分類した.クラスター

Aは「空間性」がO付近， r印象a性」の得点が比較

的大きい領域に分布していて， 最観構成要素の種 3.フラクタル次元と因子得点との相関

類や配置に顕著な特徴がないグループだと考えら 各画像のフラクタノレ次元と各因子についての因

れる.Bの画像はいずれも凹凸が目立つ海食屋や海 子得点との聞の相関係数とp値を表5に示した.i空

岸の石灰岩を含む構図であったため「空間性」がE

の領域となったと考えられる.一方Cは波打ち際

の砂や海面を主題とした平坦な構図の写真であり，

「空間性」が負の領域に分布したと考えられる.

以上から，沖縄の自然海岸景観の中には、とく

に「空間性」によって明瞭に特徴付けられるグルー

プが存在し， r空間性」の多様さが示された.これ

に加えてDの画像は「印象性」が負の領域に分布

していたが，これらは海中の特徴的な岩の形状に注

目した景観写真であり，他の画像と比較して，海

や砂浜等の美しさが表出していないため，相対的

に「印象性Jが低くなったと考えられる.

このように，心理的評価に類似性の高い写真の聞

には景観の特徴に共通点が見出され，沖縄の自然海

岸の景観イメージに，①空間的特徴の大きな海食崖

や石灰岩，②一様性の高い砂や海面，③海中の特徴

的な形状の自然物が含まれることが示された.

au 



沖縄の自然海岸における景観イメージの特徴

表4 各写真のフラクタ/レ次元と因子得点

写真番号フラクタル次元 印象性 空間性 親近性

1 l.496 心.839 -0.988 0.726 

2 l.517 3.671 2.190 -2.410 

3 l.468 0.946 0.032 回0.694

4 l.313 0.665 -l.317 -0.385 

5 1.503 2.056 1.327 -0.025 

6 1.377 0.875 心.766 -1.569 

7 1.490 -1.252 -0.058 2.515 

8 1.664 -0.456 0.328 -3.353 

9 1.605 0.097 0.108 -0.107 

10 1.444 0.041 0.406 -0.557 

11 1.558 -0.176 -0.106 0.247 

12 1.365 心.872 圃，2.084 1.566 

13 l.377 -0.146 1.102 1.616 

14 1.384 -0.081 -1.916 0.184 

15 1.515 2.003 0.071 -1.115 

16 1.596 -1.216 0.086 1.202 

17 1.565 -4.210 0.038 0.580 

18 1.611 -1.106 1.549 1.578 

5 4 

印象性

2.5 

図4 各画像の因子得点散布図
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表5 フラクタル次元と各因子得点

因子 相関係数(R) P値

印象性 心.21 0.40 

空間性 0.51 0.03 

親近性 -0.17 0.51 

間性」とフラクタル次元との聞には有意水準 5%

で相闘が見られた.これに対し， r印象性」や「親

近性」とフラクタル次元との聞には有意な相聞が

見られなかった.

一般にフラクタル次元が高い画像ほど輪郭が複

雑であるが， r空間性」の中には「変化に富んだ」

や「整然とした」等の複雑さと関連すると考えら

れる形容調対が含まれている.つまり，海岸景観

の主要な心理的評価因子に影響する景観の物理的

特性がフラクタノレ次元によって数値化されたと言

える.一方， r印象性」や「親近性j は本研究にお

いてフラクタル解析を行った画像内の輪郭線との

関連性が低かったものと考えられる.これらの因

子については，色彩や特定の景観構成要素の有無

または面積占有率，海底の模様等の物理的特性と

の関連についての研究が今後必要と考えられる.

N まとめ

本研究では， SD法によって沖縄の自然海岸景観

から人聞が受ける印象の大部分は 3つの因子に整

理でき，心理的評価の類似性が高い景観の聞には

共通した構図の特徴が見出された.特に，観光対

象として一般に認知されている特徴的な形状の自

然物だけでなく，一様性の高い砂浜や海面，ある

いは複雑な形状の海食崖や石灰岩などを含む沖縄

の自然海岸では， r空間性Jが見る人から注目され

ることが示された.さらに，輪郭の複雑さを数値

化し景観に対する人間の印象との関連が指摘され

るフラクタノレ次元が，沖縄の自然海岸景観では「空

間性」のみと相関することが明らかになった.

これらの結果は，沖縄の自然海岸において，い

わゆる「青い海・白い砂浜」のイメージで表現さ

れるような「印象性」とは異なる景観の評価軸と

して， r空間性」が重要であることを示しており，

景観構成要素としての海食崖や石灰岩の保全，ま

た，人工物のない砂浜や海面の一様性の保全がそ

8 

の景観価値の保護のために重要で、あることを示唆

している. さらに，こうした景観における「空間性j

は，自然海岸の地形学および地質学上の特徴に起

因するものであることから，観光資源となりうる

沖縄の海岸景観評価において，これらの観点から

の知見が重要な意義を有することを示している.

本研究の結果は，沖縄の自然海岸景観の科学的

な評価としての第一歩となるものである.今後，

さらに他の物理的特性と心理的印象とのの関連に

ついての研究を進めることにより，沖縄の海岸景

観の本質が明らかにされることが期待される.

(受付 2017年 3月 10日)

(受理 2017年 6月 20日)

注

1)沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課平成25年度観光

統計実態調査. URL. 坤 .//www伊王okinawa.j凶ite/bunka-

sports/kankoseisaku/kikaku/reportltourism _ statistic _reportl 

h25_ω回 sm-statistic-report.html (閲覧日 2016年 1月). 

2)図形の一部分を拡大すると，元の図形全体と同じような

形になっているということを自己相似性と呼ぶ.たとえ

ば，雲の場合には部分と全体がまったく相似形になって

いるのではないが，同じような複雑さを持った形に見え，

統計的な意味で自己相似になっている(高安 1986). 

3)輪郭抽出処理を行った景観画像全体を， 1つがγ×γの

正方形で区切ったときに輪郭線を含む正方形の数を M と

すると，フラクタル次元D を

logM(y) 
D二 limy→0百F可

と表すことができる.このようなフラクタル次元の算出

方法を，ボックスカウンティング法と呼ぶ(大野ほか

2002) . 
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