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圃研究発表論文

イタリアンサイプレスの対植による幾何学式庭園に
対する眼球運動の変化に関する研究
Changes of Eye Movement to Geometric Garden by the Pair Planting of Italian Cypress 

須田 歩*超 絃珠**李 宙営*ネ藤井英二郎本*

Ayumu SUDA Hyunju JO Juyoung LEE Eijiro FUJII 

Abstract : The巴ffectsof pair planting of ltalian Cypress on the visual characteristics of geometric garden are discussed with the 

analysis of eye movements of 16 subjects. The distribution of eye fixation and eye movement speed inspecting French Garden from 

its east end are compared before and after the planting of pair trees which locate symmetrically at the western extension of east 

and west axe of the garden. The center of eye point distribution tends to concentrate on the central area including flower base after 

the planting of pair tree. And， the number of eye movement in the upper part of central area significantly increased in the male 

subjects. Contrarily， the number of eye movement in the lower part of central area significantly increased in the f巴mal巴subjects.

Therefore， the characteristics of eye movement mentioned above are considered to indicate that the pair planting has a visual effect 

to conceive the axe of geometric garden. 

Keywords: p，αir Planting， Eye Movement， Geometric Gαrden， ltαliαn Cypress， Axe 
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1.研究の宵景と呂的

庭園と建築の配霞や構成は相互の関係性の中で決められている。

幾何学式庭園においても建物から庭園の中央を賞く軸線を通すこ

とでどスタを形成し，その車曲線を中心に左右対称に構成するとこ

ろに特徴があり，対植はそのよ"!裂である。この対植のような軌線

両側の樹木は視点を戦線に向け易くする 1) とされているが，それ

を実証的に示した既往研究は見られなL、。

本研究は，千葉県松戸市の千葉大学園芸学部校内のフランス式

庭協の西端に植栽されたイタリアンサイプレスの対植を対象に，

幾何学式庭閣における対植がその視知覚にどのような影響をもた

らすかについて実験的に検討するものである。

このイタリアンサイプレスの対植は，フランス式庭函の西端に

位置し，その背後・西側には A棟が建っている。この A棟はか

つてその位置にあった講堂の外観を踏襲する形で建てられたもの

である 2) (図 1)0 A棟の東側ファサードの中心はフランス式

庭閣の東西軸より北側にずれており庭園の軸線とは合っていなL、0

フランス式庭園は明治 43年起工， 45年竣工であり，これに対し

て講堂は大正3年起工， 4年竣工である。

つまり，フランス式庭溺のl/idJ線に合わせて講堂を建てることは

図-1 庭窟と建物の位置関係
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十分可能だったが，講堂南側に半円形の広場を確保することを優

先させたと判断できる。ヒマラヤシーダで自然に縁取ったこの広

場からは南側にイギリス風景式庭i認が術i激でき，講堂位置の決定

ではこのことがフランス式庭園の車111線と一致させることよりも優

先された九一方で，その紬線のずれを緩和するための植栽のー

っとして，フランス式庭閣と講堂の聞にイタリアンサイプレスの

対植が植栽されたと判断されている 3)が，この判断を裏付ける設

計資料はこれまでのところ発見されていない。この庭園設計は，

新宿御苑で福羽逸人の指導を受けた後，明治 41年三菱・岩111崎家

高輪別邸(現関東関)庭園を手がけた林{階巳によるものであ

りり 5) 本研究はこの林の設計技術の一端を明らかにすることに

もなる。

上記のイタリアンサイプレスの対植は昭和初期から中期にかけ

て，何らかの原因で枯死し，長らく{可も植えられていない状態で

あったが， 2004年 11月に補綴された。

以上のことから，本研究ではフランス式庭園東側から西側・現

A棟を望む方向で補植前後の根球運動を計測・比絞し，幾何学

式庭閣における対植の視覚的効巣について考祭した。

2.研究方法

前述のイタリアンサイプレスの対植が補縞される前の 2004年

10月にフランス式庭園中央東端から西方・ A棟方向を見るかた

ちで娘球運動の測定を行った(図 2，図 3，図4)。そし

て，植栽後の 12月に上記と同位置から同様に眼球遂動を計測し

た(図 5)。実験日はいずれも晴れで， }誌のない穏やかな日で

あった。

フランス式庭園とその西側のA棟全体を見渡すことのできる，

庭園の東西軸線上の東端に設置した椅子に被験者が西商して座り，

被験者の前には白色の衝立を置き，対象が見えないようにした。

被験者の視点の高さはほぼ1.0mであった。被験者に対象を見て

いる罰は頭を動かさないように指示した後，被験者に仮球運動計
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8J!!J定位置 号翠イ9.リアンサイプレス

単位 mm

図-2 実験状況(平面図)

52.500 
単位 lllill

図-3 実験状況(立面図)

図-4 イタリアンサイプレスの補植前

関-5 イタリアンサイプレスの補植後

測装置を装着した。キャリプレーションの後，ーと述のj[~立を外し

60秒間の測定を行った(図-6)。

眼球運動の測定と記録には角線・瞳孔反射法を利用した非拘束

式裂(ナックイメージテクノロジ一社，日本)アイマークレコー

ダ日MR-8・MODELST-560)を用いた(図-7)。

被験者は裸娘もしくは矯正視力が 0.7以上の千葉大学図芸学部

の20代の学生 16名(男性7名，女性9名)であり，植栽前後と

も伺じ被験者である。なお，男女を分けて被験者とした理由は，

金らの既往研究6Jにおいて娘球運動に性差が見られたことによる。

また，測定したデータのうち，視点の座標は被験者それぞれで異

なっているため，本論では画面中央のフラワーベースにある水鉢

の上端中央部を基準点 (0，0) となるように補正した。

準構μ 眼球運動期患

20分μ 60和ん

衝立取外u 衝立設置h

図-6 眼球運動測定の流れ

図-7 実験の様子

なお，本論では図 4，鴎 5のようにアイマークレコー夕、の

撮影範屈を視野全体と表現し，解析を行った。

3. 結果と考察

(1)視野全体における視覚特性

視野全体における視点分布範窃の中心点，停宙点数および平均

停留時間，平均移動速度，縦方向の移動回数について，イタリア

ンサイプレスを補植する前と後の比較を行った。有:意差検定には

ウィルコクソンの順位符号和検定を用いた。なお，本論で用いた

限球運動は個人差の大きな指標であるため，有意水準 10%を採

用し，有志:差とした。

その結果，視点分布範間の中心点(図 8)の垂直方向車lUにお

いて，有意水準 10%で差が見られ，補植後lま視点分布が引き上

げられることがわかった(殴-9)。また，労女別に検討したと

ころ，庭園の中心軸から上記の中心点までの水平距離において，

女性では減少が見られ(図一10)，基準点 (0，0)から視点分布範

闘の中心点までの直線距離では，女性において有意水準 10%で

差が見られ，持li植後に減少した(図 11)。つまり，補植によっ

て視点分布範閣の中心が庭園中央のフラワーベースの上部に集まる

傾向になることがわかり，女性においてこの傾向が強くみられた。

LRJ 72 (5)， 2009 
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図-10 男女別における軸線からの水平距離
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図一11 男女別における基準点からの距離
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また，平均移動速度では有意水準 5%で差が見られ(図-12)，

補植後に増加したため，各視点隠の移動速度を 5degjsec刻みの

階級で度数分布表を作成し，補11直前後で比較したところ， 5-10， 

20叩 25，35-40degjsecの階級において有意水準 5%で，また 15-20，

30-35， 45-50 degjsecの階級で有意水準 10%の差が見られ， 5-10 

と15-20degjsecの階級では減少し，他の階級では増加した。ま

ランドスケープ研究 72(5)， 2009 

た，男性では 5-10，15司 20，20-25， 25-30degjsecの階級で有意水

準 5%の有意差が見られ， 5-10degjsecの階級では減少し，他の

階級では増加した。一方，女性では平均移動速度で有意水準 10

%の有意差があったが，階級別の検討では補植前後に有意差はな

かった(図一13)。

さらに，縦方向の移動回数では女性において有意水準 10%の

dee何回
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図 12 平均移動速度の比較結果
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図一13 移動速度の階級別比較結果
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差が見られ，補植後に増加した。停留点数，平均停留時間におい

ては有意差は見られなかった。

これらのことから，イタリアンサイプレスの対植を補植するこ

とによって，視点が引き上げられ，視点の遅い移動が少なくなり，

早い移動が増えるものと判断された。

また男性と女性とではイタリアンサイプレスの補績による眼球

運動の変化に違いが見られ，男性では視点の分布が広がる傾向が

見られ，視点、移動では 15-30degjsecの動きが増えるのに対し，

女性では全体的に早い動きになり，縦方向の動きが増え，視点分

布が庭溺の中心に集まることがわかった。

( 2 )中央部分と外側部分の視覚特性

イタリアンサイプレスの対植を補植することによる視覚特性の

変化をより詳細に検討するために，視野を庭園の車UI線およびイタ

リアンサイプレスの対植を含む中央部分とそれ以外の外側部分に

分け(図 14)，それぞれの部分における停留点数・平均停潔時

間，平均移動速度，縦方向の移動回数について，補植前後で比較

しfこ。

その結果， 中央部分では王子均停留時間において有意水準 10%

で差が見られ，補植後に減少した(図 16)。また，縦方向の移

動回数においても有意水望書 10%で差が見られ，橋、植後に増加し

図一14 中央部分と外側部分に分けた場合の一例

鏑
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図-15 中央部分における停留点数
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た(図 17)。そして，男性では平均停穏時間において有意水準

5%で差が見られ，補結後に減少する傾向が見られた(図 16)。

また，女性では平均停留時間に有意差は見られなかったものの，

停留点数および縦方向の移動回数には有意水準 10%で差が克ら

れ，補植後にはL、ずれも増加した(図 15，図 17)。

一方，外側部分においてはいずれの項目でも有意差は見られず，

補槌前後で視覚特性に大きな違いは見られなかった。

これらのことから，対植を補植することで特に中央部分におい

て，停留時間が短くなり，縦方向の移動回数が増えることがわかっ
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0.2 

舗前 A … ー 議量産
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本本
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図一16 中央部分における平均停留時間
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図一17 中央部分における縦方向の移動回数
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(3 )中央部分における上部・下部での比較

前述の検討により，外側部分よりも中央部分に影響が現れやす

いことがわかったため，中央部分をさらにイタリアンサイプレス

および建物の見える上部と庭劉部分の下部に分けて，同様の検討

を行った(悶-18)。

その結果，中央J二部における停留点数および縦方向への移動闘

数において有意水準 10%で差が見られ，補植後にいずれも増加

することがわかった。また，男性・女性別の検討では，いずれの

項目においても有意差はなかった(図-19，図-20)。

また，中央下部においては会被験者での解析ではいずれの項目

でも有意差は見られなかった。しかし，男性では停潔点数におい

て有意水準 5%で，また縦方向の移動回数で有志:水準 10%の差が

見られ，いずれも減少することがわかった。一方，女性では，縦

図-18 イタリアンサイプレス両側のチャボヒパ列槌の上端を基

準に中失部をよ昔日・下部に分けた場合

個 米有言T1<、準1眼。 N=16
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50 本
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男性 女性

図-19 中央上部における停留点数
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N=9 

方向の移動回数において有意水準 10%の差が見られ，機植後に

増加した(図-21，図-22，図 23)。

これらにより，中央部分を上部と下部に分けると，被験者全体

では上部で補植後に停留点数と縦方向の移動回数が増加すること

が明らかとなった。そして，男女別にみると，男性では中央部分

上部で縦方向の移動回数と停留点が治加する傾向があり，下部で

は縦方向の移動回数と停留点数が減少し，一方，女性では中央部

分下部で縦方向の移動悶数が増加することがわかった。
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図 20 中央上部における縦方向の移動回数
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図-21 中央下部における停留点数

4.まとめ

イタリアンサイプレスの対植の補績に伴う幾何学式庭園の視覚

特性の変化について，限球連動によって検討した結果，事前植によっ
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図-22 中央下部における平均停留時間
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図-23 中央下部における縦方向への移動回数
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て全体として視点が引き上げられ，移動速度が速くなることがわ

かった。また，中央部分においては平均停留時間が減少し，縦方

向の移動回数が増加した。さらに中央部分を上下に分けて検討し

た結果，中央上部において停髄点数と縦方向の移動回数が増加し

守'

，~。

さらに男性・女性別に同様の検討を行った結果，男性では特に

中央部分の下部で停留点数と縦方向の移動回数が減少した。これ

に対し，女性では視点の分布が庭園の中心部分に集まるようになっ

たうえ，視点移動が早くなり，縦方向の動きが多くなった。特に

中央部分の下部において縦方向の移動が増加して，男性とは反対

の反応を示した。

以上の結果から，男性はイタリアンサイプレスの対植の補穏に

よって，その対植を見るようになり，視野の下部分にあたる庭園

を見る回数が減ったと考えられる。一方，女性では男性同様，対

植を見る傾向はあったものの，視野の下部分，つまり庭園部分で

縦方向の移動が増加した。これは庭閣の報l線上に沿った勤きが現

れたものと理解される。

以上のことから，幾何学式庭園において，その中央軸線の端に

位置するイタリアンサイプレスの対植は全体的に視点を上部に上

げるとともに，中央執線に平行する縦方向の視点移動を増やし，

紬線を強調する効果があるものと判断される。

この結果は，幾何学式庭閣において対摘が南b線に視点を向け易

くする1)とされていた従前の記述を実証的に裏付けるものである。

そして，このことは，対植の西側に伎援する講堂東側ファサード

がフランス式庭園の東西車rtl線より北側にずれていることを緩和す

る役割を狽っていたことを実証したことになり，本庭園の設計者

である林倫己の植栽技術の)端を実証的に明らかにしたものと云

えよう。
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