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本研究は、五感を通して環境からの情報を受容する「知覚」およびそれに

基づいて環境の状況を把握し記憶する「認知」といった、人間と環境との

最も基本的な関わりについて、環境行動研究（EBS）の理論や研究方法を

援用して、実際の生活環境におけるさまざまな人間の心理と行動を実証

的に解明し、それに基づいて建築計画への応用を提案し、いくつかの事

例に適用してその有効性を検証したもので、以下の３部からなっている。 



第１部  環境視による知覚に関する研究 

第１部では、まず近年の環境心理学の知見に基づいて、日常

の生活環境からどのような視覚情報をどのように受け取り行動

しているのかについて、あらためて見直し、それを建築の屋外

空間等の分析に適用することを試みている。具体的には、注視

された「物」から情報を得る「焦点視(focal vision)」に対して、都

市・建築空間における知覚としてより重要な、人を取り巻く広い

環境から情報を得る「環境視(ambient vision)」の概念を導入し

て、所与の環境における環境視情報を、その場所の配置図、

地形図、樹木配置図のデータをもとに簡易に計測するPCプロ

グラムを開発している。そしてその計測手法を建築計画へ応用

する方法を提案し、集合住宅の屋外環境や日本庭園などの事

例に適用してその有効性を検証している。 
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視覚情報受容における２形態 

論文１では、「焦点視」と「環境視」の環境知覚における役割を明確にしたうえで、これまで困難であっ
た環境視情報を記述する方法として環境構成面の可視量等を計測するPCプログラムを開発している。 



魚眼レンズ映像から手作業で求めた環境構成面の分布 

環境視変量の計測プログラム  

    視環境変量計測過程               視環境構成面分布図と立体角比（計測結果） 

論文１ 



庭園の環境構成面可視量と可視空間容量 

環境視情報の記述法の廻遊式庭園への適用
論文３ 

庭園の苑路に沿って一歩一歩進

むごとに計測を繰り返し、その結

果を連結して表示することによっ

て、環境構成面の属性（樹木、水

面など）ごとの可視量と視点周り

の可視空間容量の変化を記述す

ることができる（左図）。 

この論文では、この環境視情報の

ほかに中遠景の焦点視情報、お

よび視覚以外の感覚も含めて、苑

路を進むにつれて受容される感覚

刺激情報がどのように変化するか

を客観的に把握し、回遊式庭園に

おける変化に富む知覚体験を解

明するための基礎データを提供し

ている。 

可視量 
 
建物可視量 
 
 
常緑樹可視量 
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可視空間容量 

観察点 



庭園の環境視変量と歩行者の行動 

廻遊式庭園の苑路を歩く人が受け取る 
感覚刺激情報の変化と行動   論文４ 

被験者（２１名）に一人ずつ自由

に苑路を歩いてもらい、立ち止

まり、歩行速度の変化、見回し

などの行動がどの地点で見ら

れたかをビデオカメラにより記

録して分析した結果、それらの

行動にかなり共通性が見られ、

立ち止まる地点は水面可視量

および可視空間容量が急に増

加する地点であること、また視

線の方向が可視空間の広がり

の偏りによって説明可能な部分

があることを示した。 

Experiencing Japanese Gardens: Sensory information and behavior 

歩行者の行動 

―：遅歩行区間 

○：立止り地点 
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環境視情報の記述法の防犯設計への援用 
論文５ 

住宅団地内の屋外空間に立って周辺を見回したときに見える窓のある建物外壁面の立体角

の計測結果をもって、逆にその地点に注がれる視線輻射量と見なした。屋外空間全域の４ｍ

メッシュごとに視線輻射量を求め、住民が防犯上不安と感じるエリアについてのアンケート結

果との関係を求めたところ、防犯上有効とされる「自然監視」の効果を支持する結果が得られ

た。これにより、計画された住棟の配置計画にこの視線輻射量の計測法を適用すれば、防犯

上問題となる死角となる場所を事前にチェックすることが可能となる。 

高層集合住宅の屋外空間における防犯上危惧されるエリア①と視線輻射量の分布図②の関係 

①               ② 



第２部 空間移動時の知覚体験とそれに伴う 
     環境認知に関する研究 

第２部では、空間を動き回る人の行動自体が環境知覚におい

て重要な働きをしているとするギブソンの理論等を背景として、

人が空間を移動する際に、環境をどのように知覚し、それに

よって環境が理解され記憶されるのかについて扱っている。 

人が空間を移動する際の、人間と環境の関わりを考察する際

の困難は、環境状況も人の心理反応もダイナミックに変化す

ることである。そこでこれを克服するためリアルタイムで連続的

に心理評定と記録が可能な方法を考案して、実際の空間およ

びシミュレーション空間における実験に適用している。また、従

来視覚による環境知覚が偏重されてきたことに抗して、移動

時の身体運動感覚による環境知覚および認知、つまり体で感

じて覚えることの重要性について論じている。 



圧迫感の評定平均値と予測値の対応 

移動に伴い変化する環境視情報と圧迫感の
連続評定         論文７ 

人が空間を移動中に刻々変化する周囲

の環境状況に対する心理的反応を、リ

アルタイムで連続的に評定させ記録す

る方法を開発し、それを用いた圧迫感の

心理評定結果と、論文１で開発した環境

視情報の記述法により連続計測した結

果と照合して、この方法の有効性を検討

した。 

大学キャンパスの通路（425m）において

15名の被験者により行った実験の結果、

歩行中に感じる圧迫感は被験者間でほ

ぼ共通しており、その平均値の上昇下

降の傾向は後方も含めた全方向の構築

物可視量および樹木可視量を用いた重

回帰式によって概ね表すことが可能で

あることを明らかにした。 

圧迫感の連続評定実験の様子と用いた装置 



遮蔽縁から外部の情景の現れ方 

移動に伴う遮蔽縁からの情景の現れ方が視覚
的注意の誘導および景観評価に与える影響 

建物の出口まわりの庇や袖壁の
デザインによって、外に向かって
進む人の視野内で、外側の情景
を制限している縁（遮蔽縁）の広
がり方が異なることに着目して、
その効果を検討した。視野が最
初に上方に広がる場合、水平方
向に広がる場合、左右非対称に
広がる場合について、それぞれ３
種の異なる情景が現れる動画像
を画角180°の半球面スクリーン

に提示して実験を行い、情景の
現れ方によって同一の情景でも
印象が有意に異なる場合がある
こと、それが遮蔽縁から現れる景
観構成要素の順序や、遮蔽縁の
動きによって誘導される注視点
の移動傾向によって説明されるこ
とを示した。 

論文８ 



The immersive visual simulation system 

移動時の誘導サインの視認性     
Testing Guide Signs' Visibility for Pedestrians in Motion by an Immersive Visual Simulation System 

           論文９ 

混雑した鉄道駅構内など、人の流れの中で移

動しながら誘導サインを確認する必要がある場

合について、目的とするサインの検出および視

認性の傾向をコンコースに模したシミュレーショ

ン空間での実験により検討した。 

多数のサインが一定速度で接近してくるCG映

像を提示してターゲットのサインを探させる実験

の結果、誘導サインの密度が高く情報量が多

いほど、また不規則な配置で目的サインを探す

視線の動きが滑らかでないほど視認できる距

離が近くなり（視認性低下）、さらに直前の歩行

者などによってサインに対する注意の配分が低

下するほど視認性が低下するとともに見落とし

やすくなる（検出率が低下する）傾向を明らかに

した。 

Three types of stimuli 

Landolt rings 

alphabet, 

Chinese  

characters 



歩行運動を伴う視覚シミュレータ 

歩行動作と連動する視環境シミュレータを
用いた距離知覚に関する              論文１０ 

主観的な距離知覚に影響すると思われるいくつ
かの環境要因について縮尺模型を用いて系統
的に操作し、被験者の歩行動作と連動する視
環境シミュレータを開発して検討した。通常、
我々は身体の動きと視覚とを連動させて周りの
環境を知覚しており、特に距離感覚の特性を捕
らえるためには、身体の移動感覚が重要となっ
てくる。そこでこの研究では、身体運動感覚も含
めたシミュレーションを行うため、トレッドミル上
で被験者に歩行させ、その速度に応じて模型空
間内のCCDカメラを移動させ、その映像をHMD

により提示して、歩行動作と連動する視覚環境
シミュレーションを実現している。これを用いた
実験の結果、距離知覚に通路空間の広がりが
影響すること、特により狭い空間ほど長く感じる
傾向が強いことを示し、それが床、壁、天井の
境界線による線遠近法的な奥行の強調効果お
よび移動時の壁面（光学的流動）速度が速くな
るためと考察している。 



地下鉄駅における主観的な移動距離および
深さに影響する環境要因                          論文１１ 

本研究は、地下鉄駅における主観的な移動距離および深さに影響する環境要因を明ら
かにして、心理的なストレスをできるだけ少なくする通路のデザインを目指して行われた。
地下鉄駅構内にある階段、エスカレータ、水平通路を組み合わせた経路を被験者に実際
に歩いてもらい、移動手段によって区切られた区間ごとの主観的距離を問う実験を行っ
ている。その結果、移動手段による距離知覚については、それの移動速度の差異による
所要時間の長短に影響されること、同じ移動手段が長く続く区間は短く感じられることを
明らかにし、通路の空間のデザインの影響については、空間が大きいほど、屈曲数が少
ないほど、明るいほど距離が短く感じることなどを明らかにした。 

ＭＥ法による主観的距離、深さを問う実験 

First path (a) Second path (b) 

GOAL 

GOAL 

Path (a) 

Path (b) 
100 

ME(a,b) 



実験で用いた街路タイプ 

移動時の自己運動感覚による場所の記憶 
        論文１２ 

本研究では、断片的な情景のような視覚情報よりもむしろ身体的な変化を伴ったシー

クエンシャルな移動の感覚の方がより経路の記憶には有効であることを実際の街路で

の実験を通して明らかにした。これにより、交通の利便性や土地利用の効率性の観点

から計画された格子状の街路は、その単純な構成から一見わかりやすく思われるが、

場所を同定するにはサインや看板といった付加的な視覚情報に注意を払い、それらを

逐次確認しなくてはならない。これに対して、自然の地形に従って作られた経路の変化

に富む屈曲や起伏は、そこを歩く時に体験することができる視覚的な情景のシークエ

ンスの変化および身体運動感覚による移動感によって、特に周囲に注意を払わなくて

も目的地に導いてくれる効用があることを示した。 

    非グリッド状街路 + 坂あり         グリッド状街路 + 平地          非グリッド状街路 + 平地 



第３部 経路および領域の認知に関する研究 

第３部では、人が環境のどのような情報を手掛かりとして正

しい道や場所を記憶しているのか、またどういった場所にど

のような意味付けを行っているのか、そしてそれに従ってど

う行動しているのかといった研究課題を設定し、実際の建物

内部空間および無重力環境のシミュレーション空間での経

路探索行動、地下鉄駅構内での避難行動、公共空間での

居場所選択行動に関する実験、また住宅屋外空間の使わ

れ方などについての観察とインタビュー調査を行い、様々な

場面や状況で、人がどのようにその環境をとらえ、記憶し、

意味付け、行動しているのかを明らかにしている。 



方向指示実験で用いた経路 

上下方向の移動を含む経路における方向感
の喪失と再認識         論文１３ 

建築物の上下方向の移動に伴う

方向感覚の喪失を扱った本研究

では、人が建築物の階を移動す

ることによって、どの程度方向感

を失うのか、そしてそれを取り戻

すためにどのような情報を手掛

かりとしているか、などについて

実際の建築空間での実験を通し

て検討している。その結果、方向

の把握や正しい経路を選択した

り、一旦失った方位を回復する能

力には大きな個人差があること、

上下階の平面は同じで重なって

いると考えて行動する傾向があ

ることなどを明らかにしている。 



 

実験に用いた連結形状の例 

無重力環境における空間識      論文１４ 

宇宙ステーションを想定した仮想の無重力内部
空間をCGにより作成し、複数のモジュール間を

移動する際にその連結形状の違いが空間識に
及ぼす影響を明らかにすることを目的とした研究
である。被験者はHMDを装着し、手元のコント

ローラ操作により擬似的な無重力空間内を自由
に動くことができる。実験では、空間形状の曲折
数、幾何学的面数、および身体姿勢を考慮した
面数によって空間の連結形状を系統的に分類し、
その中から選択したいくつかの形状を被験者に
体験させ、１）空間構成の把握の仕方を調べる
模型組立実験、２）空間内部における位置や姿
勢の把握の仕方を調べる方向指示実験を行って
いる。実験の結果、仮説として設けた変数（面
数）が増えるに従い誤りが増える傾向があること
から、その変数を空間認知の難易に影響する要
因であることを確認した。また、曲折点における
回転移動により身体軸の回転が認識されずに
誤った方向指示をしたり、空間形状の再構成で
は、身体軸を中心とした相対座標系と、出発点で
の姿勢を基準にした絶対座標系を混同したりす
る場合があることを明らかにした。 

 

 

HMDを装着した被験者と提示映像 



地下鉄駅内の実験場所の例 （A, B, C の避難経路がある） 

地下鉄駅の空間構成等を考慮した放送内容
が初期避難行動に及ぼす影響          論文１５ 

本研究は、地下鉄駅の空間構成等を

考慮した放送内容が初期避難行動に

及ぼす影響を扱っている。この研究で

は、火災時の個々人の避難行動初期

における避難方向選択に着目して、火

災発生時の館内放送のあり方と空間

構成およびサインシステムによって行

動がどのように異なるかを複雑な空間

構成をもつ地下鉄駅構内において、実

験により求めている。その結果、緊急

避難時の人間行動として従来言われ

ていたことを再確認した点が多いが、

地下駅からの避難行動の特徴として、

下方に向かう階段を使うように指示さ

れた場合に強い抵抗感がみられ、そ

れを緩和するための館内放送による

状況説明が有効であることが示された。 

(A) (B) (C) 



居場所選択時の行動軌跡と立ち位置の変化 

公共空間における他者の占有領域の知覚          

論文１６ 

従来対人距離に関する研究は多いが、

本研究では、公共空間にある柱や壁な

どの物理的要素を含む状況での居場

所選択を議論している。すなわち、公共

空間における人の居場所選択行動を

予測する一要因として、柱や壁などの

配置とその中での人の立ち位置による

影響を実験的に考察するため、実物大

および縮尺模型空間における実験を

行っている。その結果、他者がいない

場合は柱や壁を拠り所に立ち位置を決

める傾向があること、そして他者がいる

場合は、他者と柱や壁などとの位置関

係に応じてある空間が他者の一時的な

占有領域として知覚され居場所選択に

影響すること、この占有領域の広がり

の知覚はかなり共通性が高いことを明

らかにしている。 



表と裏（front/back）の意識 

Front/Back Definition of Spaces Around 
Suburban Houses near Tokyo      論文17 

住宅はその住み手の価値観や社会への姿勢を映す
「鏡」であると言われる。本研究では、郊外の戸建て住
宅の屋外空間の使われ方を観察と住人に対するイン
タビューにより調べ、その使われ方が物理的な制約や
機能的な配置による場合のほかに、住民の「表と裏
(front/back)」の意識によって左右される場合が少なく
ないことを数量的な検討により明らかにしている。 
 
How residents arrange the outdoor spaces around 
their houses are said to express their personal values. 
In order to understand the meanings behind such 
arrangements, this study investigates residents’ use of 
outdoor spaces through quantitative analyses of the 
relationship between the physical environment and 
residents’ behavior. Descriptions of the physical 
features of the outdoor spaces together with residents’ 
responses to a questionnaire survey were the data 
obtained by an investigation of 74 suburban houses in 
Tokyo. By comparing the ways in which each unit space 
was actually used with its physical features as well as 
residents’ perception of its characteristics, the 
conditions necessary in order for certain activities to 
occur within a space were examined. The results 
suggested that even if an outdoor space physically 
satisfies the functional conditions for a certain activity, 
it may not be used unless it fits the resident’s 
perceptions regarding suitability, including front/back 
distinctions. 
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おわりに 
心理学における知覚研究では、抽象化した物体や空間を対象とした

実験を行い、感覚刺激とそれに対する被験者の受動的な反応の関

係を求めてきたが、現実の場面での複雑な知覚現象はほとんど扱

われてこなかった。したがって日常的な生活環境を対象とする建築

計画学の立場からは、心理学の知見を引用するだけでは不十分で

あり、自前で新たな環境行動学を構築し推進する必要がある。 

本研究では、人と環境との関わりの根底にある環境知覚・認知に関

して、漠然とした環境状態を捉える「環境視」を取り上げ、また空間を

移動することによる環境とのダイナミックでインターラクティブな知覚

体験を探り、そしてそれら知覚の集積としての環境認知の諸相を把

握することを試みている。 

まだ集大成というにはほど遠く、大きな山にいくつか小穴をあけた程

度であるが、これまでの研究の足跡をここで一旦まとめてみた。これ

が今後のこの分野の発展のために、いくらかでも貢献することにな

ればと願っている。 
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<Abstract> 

Environmental Perception and Cognition in Daily Life: 
A series of studies 

 This series of empirical studies investigates basic relationships between the 
environment and human behavior in daily life, while also applying the findings to 
several architectural planning/design issues in order to examine their validity 
within those contexts. The studies are grouped in three parts. Part One, which 
focuses on theoretical considerations, introduces the concept of “ambient visual 
perception” and develops a method of description and analysis for this type of 
information. The method is then actually applied to discussing human 
experience of outdoor spaces, thus demonstrating its importance to the study of 
environmental perception. Part Two highlights the dynamic nature of perception 
during locomotion through experiments using virtual spaces created with a 
visual simulation system. One of these experiments, for example, evaluates the 
closed-in feelings caused in subjects traveling along a virtual outdoor route with 
many tall buildings. Part Three deals with issues of environmental cognition, or 
how humans recognize, remember, and attach meaning to their environment so 
as to be able to make appropriate behavioral choices in such situations as finding 
their way along city streets or inside buildings, evacuating from subway stations, 
and looking for places to sit in urban public spaces.  


