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璽研究発表論文

緑化アトリウム内の景観イメージ評価に関する研究
A Study on Landscape Image Evaluation of an Atrium with Plants 

井口美帆*沈 悦ネ* 斎藤庸平木本山本 聡** 

Miho IGUCHI Yue SHEN Yohei SAITO Sαtoshi Y AMAMOTO 

Abstract : Recent years， tre日 plantingof construction is diversified. And the atriums are no exception to this case. This 

study is aimed at clarぜyingthe role and the state of the plants which a user expects the atrium to provide. The method is 

the evaluation and the analysis of the photograph， taken during both daytime and nighttime， which has the scene created 

by the photo montage method. Cons巴quently，it became clear that trees are filling the main role as an artificial feeling 

reliever and a provider of comfort， while it makes less contribution to this role in the night. It also showed that the user 

prefers the trees with high permeability and the particular forms of planting. Moreover， the difference in the recognition to 

planting is found among the users with different attributes 

Keywords: Atrium， Lαndscape euαluαtion， lndoor plαnting， Planting design 

キーワード:アトリウム，景観評価，室内緑化，植栽デザイン

1.はじめに

アトリウムとは，建築に付属しガラスで夜われた医大な吹き抜

け空間を指す 1)。アトリウムは，大規模な公開型の内部空間とい

う特性から建築内の全天候型の広場と例えることができ，計f~ もが利

用できる空間として人々のコミュニケーションの場等に活用され，新

しい都市空間としての可能性が認められている 2)。近年は，環境に

配慮した建築緑化の多様化が進み，アトリウムにおいても緑による

修禁効果や心理的効巣，空気汚染浄化作用が認められ 3).ぺ室内

革主演の向上のため緑化が取り入れられており，アトリウムの平IJ朋

満足皮に貢献している九このようにアトリウムの緑化は都市の

中でのil郎、の空間の創出に有効であると認識されてきている。

アトリウム空間に関する研究はこれまで建築分野において，熱

環境，昼光環境などの研究6)-8)や公共性に関する研究9).聞など

が行われている。しかしアトリウムの緑に関する研究は非常に少

なく，アトリウムの緑に関する研究としては室内緑化が混熱湿気

環境へ及ぼす影響に関する研究ll)などもみられるが，主に植物の

生育のE研耳究が行われ凶~叶J.!叫!)ぺ)

な手利!リi舟者の緑の捉え方についての把握や検討などは行われていな

い。一方，近年は人々の生活スタイルの多様化に伴い生活時間も

多様化し，アト 1)ウムの夜間利用の増大が想定される。このこと

からアトリウムの景観形成上，夜間のあり方の重要性が増すと考

えられる。

そこで，本研究では昼夜間阿方の景観に着目し利用者の視点に

よるアトリウムの景観演出上の緑の役割と緑の捉え方，利用者に

求められる緑の在り方を明らかにすることを呂的とした。

2.研究方法

( 1 )緑化アトリウムの定義

本研究では，アトリウムを 3階以上に棺当する高さを持つ吹き

抜け空間とした。また，アトリウムは，一般の室内緑化と違い高

さのある樹木による緑化が可能な空間である。そこで本研究では

高さのある樹木による櫛裁が行われているアトリウムを緑化アト

リウムと定義し，樹木を中心とした緑について着gした。

(2)研究の進め方

利胤者の緑の捉え方を把握するため本研究では写真によるアン

ケート調査を行うこととした。

まず建築雑誌から緑化アトリウムを抽出し，若手例調査を通して

夜間の緑化アトリウムの空間特性の把鐙と梢栽デザインの把擦を

行った。ここでは既得のアトリウム空間の改善も視野に入れてい

るため，事例が多く確認できた緑化形態を研究対象とし対象地の

選定を行った。選定した対象地を事例に主主と夜の景観イメージの

変化，樹木と植栽形態の在り方の 2項呂について写真によるアン

ケート調査を行い，緑化アトリウムの緑の役割と求められる緑の

在り方について分析し，その役割を考察した。

(3 )対象地の選定

対象地の選定のため建築雑誌「新建築J1974~2007 年， r造園

作品選築J1992~2006 年， 1"ランドスケープデザインJNO.l~57 

に王子商邸付きで掲載された緑化アトリウム 108件を抽出し，王子面

図，掲載写真から緑化形態の分類，事例調査を行い，対象地は多

くの人が利用できるような公共性があり，緑化アトリウムの中で

も事例が多く比較的管理が容易と考えられる樹木の縦列植栽の緑

化形態であるものとした。そこで，本研究では抽出した緑化アト

リウムの中で夜間の利用も可能な淡路ハイウェイオアシスオアシ

ス館のアトリウムを対象地として選定した。

(4 )視点の他出とアンケート調査概要

緑化アトリウムを眺める際に，会員が最初に見る視点として，

入り口部分からの眺めがある。さらにアトリウム空間の性質上，

吹き抜け空間があるため上部から見下ろすような視点がある。こ

れら 2つはアトリウム空間を眺める際に多くの人が経験する視点

である。したがって，アンケート誠至宝ではこの特徴的な 2視点か

らの眺めを中心に捉えることとした。具体的には，対象地の 1階

入り口部分から緑化アトリウムを眺める視点(視点1)， 2階エス
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カレーター|探り口側から緑化アトリウムを眺める視点(視点 2)

の2視点で織影した写真を用いて次の二つのアンケー ト調査を行っ

た。調査は 2007年 11月中旬から 12月下旬に写真のスライド表

示に対する回答方法で 138名に行った。回答者の属性は，緑に高

い関心を持つ一般者 81名(緑化に関する市民講座に参加 してい

る一般者).造園に関する学習を行っている学生 23名，緑関係を

業として行っている専門家である設計業務従事者 10名 (以下

「設計者J).以上の背景のない者(以下 「一般者J)24名であっ

た。アンケー 卜の評価においては設計者とほかの被験者を区別し

て行った。

(i)アンケート① 昼夜の緑化アトリウムに関するアンケート

昼間と夜間に定点から撮影した図-1の4枚の写真を用いて昼

間と夜間の緑化アトリウムの景観評価を行った。写真撮影は

28mmレンズで. 1Fの視点 lからはアトリウムの大きいガラス

が見える主要部に向き. 2 Fの視点 2からは 1Fを怖|敵するiJIf角

約 100あたりに向き，それぞれを撮影した同，則。 アンケートの内

樹木

容は，緑の見え方の中で昼夜間で差が出ると考えられる明度や彩

度を問う質問として「①緑が鮮やかと感じるJ.緑に親近感を持っ

ているかどうかを聞く 「②緑に親しみを感じるJ.人工的空間で

の緑の自然性を評価する「③緑により人工感が和らいでいる」を

捉えた。また，それら緑を認識しているかどうかを問う 「④緑の

存在感が大きいJ.緑の効用としてストレスを軽減しているかど

うかを問う「⑤緑により落ち着「く空間となっているJ.アトリウ

ムの特性である空間の広がりを感じられるかどうかを問う 「⑥こ

の空間の中で樹木の大きさは適切である」の 6つの質問項目に対

する「そう思う J.Iややそう思うJ.IどちらでもないJ.Iあまり

そう思わないJ.Iそう思わない」の5段階評価と写真の中で注目

する部分，緑や空間について昼間と夜間で印象の変わったことに

ついての記入を求めた。なおアンケートはすべて昼間と夜間の写

真を比較しながら行った。

また，視点 2の夜間の写真の樹木の葉色を函像編集ソフト

Adobe Photoshopを用いて 「明度の高い緑JI緑JI明度{晶、緑」

植栽形態

寄凶1:凶弘

樹木L14i長)
?|」ι1:;日

樹木C ヤシ類 埋設型 つり下げ

図-1 対象地定点画像 図一 2 樹木と植栽形態 図-3樹木のない空間

図-4 フォトモ ンタージュ法による組み合わせ全 21タイ プ

612 LRJ 72 (5). 2009 



の3色に明度変更し，好きなものを選んでもらった。

(註)アンケート②緑の在り方に関するアンケート

事例調査では，アトリウムに植栽されている樹木は概ね「葉の

密な樹木j，1株立ちの樹木j，1ヤシ類」の 3つが確認できた。ま

た植栽形態は「下車型j，1埋設型j，1立ち上げ型j，1つり下げJ
が確認でき， 1下車裂j，1立ち上げ型」は観葉植物によるものと

一年事などの草花によるものが篠認でき全部で 6つの植栽形態が

確認できた(図-2)。アンケート②では，緑の在り方を把握する

ため，対象地を事例に商像編集ソフト AdobePhotoshopを用

いてこの 3つの樹木と 6つの植栽形態をフォトモンタージュ法に

よって組み合わせた写真を使ってアンケートを行った。フォトモ

ンタージュ法による物理的特性の改変は緑空間の評価の際のイメー

ジの比較・分析に効果的な手法であるためべ本研究ではこの方

法を用いた。

アンケートに使用した写真は，昼間の定点写真の既存樹木を治

去した IZ:樹木なしj(図 3)をベースに，図 2の「樹木 A:

葉の密な樹木j，1樹木 B:株立ちの樹木j，1樹木 C:ヤシ類Jの

3つの樹木と「植栽形態 a:下草型(観葉)j，l1'il在栽形態 b:下主主型

(草花)J， 1植栽形態 c:埋設裂j，1植栽形態、 d::v~ち上げ裂(観葉)j， 

「値栽形態 e:立ち上げ型(草花)j，1;値栽形態 f:つり下げJの6つ

の槌栽形態を組み合わせた全 21枚の写真(図-4)を作成した。

図中の略号は樹木と植栽形態の組み合わせを表しており， A-a 

は「樹木 Aj と「植栽形態a:下車型(観葉)jの組み合わせ，

BωC は「樹木 Bj と「植栽形態 c:埋設型Jの組み合わせを表し

ている。なお，実際のアンケートでは殴 4に示した視点 1の写

真だけでなく視点 2の写真も用いて行った。

質問内容は各樹木の埋設型 (A-c，B-c， C-c)の写真を用いて

好きな樹木を選んでもらうものと， 21枚の写真を組み合わせ，

その中で一番良いと思う植栽，一番良くないと思う植裁を選び理

由を記入するものであった。写真の組み合わせは，樹木 Aとつ

り下げを除く 5つの植栽形態の組み合わせ，樹木 Bとつり下げ

を除く 5つの植栽形態の組み合わせ，樹木 Cとつり下げを除く 5

つの植栽形態の組み合わせ，樹木とつりドげの組み合わせ，会

21 ;fi直栽の 5組であった。

3.結果と考察

( 1 )対象地の概要

淡路ハイウェイオアシスオアシス館は，兵庫県立淡路島公鼠に

建設された公園施設であり，神戸淡路鳴門自動車道の休憩施設で

もある。昼夜を関わず，雨の日や寒い日にも快適な利用ができる

ように配慮され，館の中央にアトリウムが配設されている。採光

は上部と側面の 2函で，アトリウムの面積は 537J:Ji，植栽而積は

アト 1)ウム中心部に 2.56J:Jiの植栽桝 6つ，窓際の結え込み部分 3

4J:Jiの計 49.36J:Jiである O 植栽桝には，それぞれ樹高 10mのフィ

カス・ベンジャミンが縦列に植栽されている(図 5)。夜間の照

度は約 70lxである。

(2 )昼夜の緑化アトリウムに関するアンケート結果

( i )昼夜の緑化アトリウムの評価

前述の方法でアンケートを行った。昼夜の緑化アトリウムに対

する 5段階評価の結果を図-6に示す。結巣として昼間はすべて

の項目で「そう思う」側の肯定的な評価であり，夜間はすべての

項目で昼間に比べ低下していたが，肯定的な評価となっていた。

このことから，アトリウム空間の緑による「建物の人工感の緩和j，

「落ち着く空間の演出j という緑の役割と夜間にはその効果が落

ちることが確認できた。またこの 5段階評価の質問項目のうち

「④緑の存在感が大きいj，1⑥樹木の大きさは適切である」の 2

項目は，昼夜間での外部:{g間との迷続性の変化によって，昼夜間

で空間の広さの認識に差が生じ，緑の存在感やボリューム感に影

ランドスケープ研究 72(5)， 2009 

副官司宅 地 i:r

議選アトリウム箇讃537耐 震警植栽笛穣49.36m' 
警警禄点1(1階部分) 護霊視点2(2階部分)

図 5 対象地平面図
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図-6 昼夜間の緑化アトリウムに対する 5段階評価

視
点

視
点

2

図-7 昼夜間の緑化アトリウムの注目部分

響があると仮定し設定した。結果は「④緑の存在感が大き L、Jの

項呂は昼夜でほぼ同じであり， 1⑥樹木の大きさは適切であるJ

の項目は， 1そう思うJ，1ややそう思うjの評価が減り， 1どちら

でもなLリの評価が;増えて，全体的に評価が下がっていた。

関-1の写真の中で注白する部分を記入してもらった結果を図-

7に示す。白線で閉まれた部分が注目する部分である。額一lと

対照しながら検討すると，昼間は樹木，窓際植栽，外部空間とい
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表一 1 昼夜間での印象の変わった点

意昆{抽出)

-在湖町方が緑が強調されている 在は木が大きく感じる

韮はやや璽く惑じてしまう。存在惑が大きくなりすぎる 線化が際だつ

昼と直では、富擦の緑に蓋を惑じる。 在の方が緑町存在惑が大きい

在の方が隷の翠が多く感じる。正迫惑がある ー在は相鞠の存在躍が増している

昼は緑に怨される感じだが、夜は緑が大きく暗〈不安が忽じられる 査は木が大きく感じる

e昼は建物の外の景色が毘えるので在より際放感がある 在は簡じた感じがする。

ー在[ま調主義的、昼は開放的な感じになる -外部空間との連続性

-昼!ま屋外へも関心を持つが、在はライトアッブされた緑が印象的

・昼!ま?令たく;青浄な感己、在!立柔らかく暖かな感己 ・在は緑が柔らかく見える

在白方が緑や空間に殺しみがある ・在の空間がやわらいで見える

在由縁由方が印象に強〈残る。緩かみも在の方が感じる ・在の方が落ち置く

昌平.，1JlJti

在隣町線の存在感・
径迫感の増加

28.1帖

夜間の閉鎖感
10.59-も

霊らかさ緩かさ
24.6号令

ー緑が置は「もの」という感じがする -夜の方が絡が人工的に毘える i 人工感

-韮は不自然さを感じる 7.0同

① ②③ ③ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④⑤⑥  

造園に関する学習を行っている学生 縁に惑い関心を持つー鮫者

①②③④⑤⑥①②③④⑤⑤  

一段者 設計者

図-8 回答者属性別の 5段階評価

評価対象

評価割合

主なZ里宙
空主長主里竺一上一一柔らかい i 堅企三竺日:

落ち着く 8然に感じる 鮮やかで明るい

図-9 夜間の緑化アトリウムで評価される葉色

70 

60 

ぬ

20 

10 

透過率(%)=
灰色部分

灰色部分十銭色部分
x 100 

図-10 評価された樹木 図-11 緑視率と透過率
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う要素の注目が多く，夜間は樹木，照明という要素の注目が多く

なっていたことが分かる。このように昼夜間ともに高い樹木とい

う要素の注目が高く，特に夜間は窓際の植栽と外部空間の緑への

注目が少なくなり，アトリウム中心部にある高い樹木の注目が高

くなる傾向があった。また夜間の注呂度は照明の明るいところが

高くなる傾向もあり，照明に左右されることが考えられた。

緑や空間について昼夜間で印象の変わった点についての意見が

多く見られたものを抽出して表 1に示した。これから意見は夜

間の緑の存在感・圧迫感の増加，夜間の閉鎖感，空間全体や緑の

柔らかさ・暖かさ，夜間の緑の人工感の増加にわけることができ，

内容から夜間の樹木の圧迫感の増加，夜間の閉鎖感の増加は空間

性の変化によるものと考えられ， ZE問の柔らかさ・暖かさ，夜間

の緑の人工感の増加は照明によるものと考えられた。また，夜酪

の緑の存在感・圧迫感の増加，夜間の閉鎖感に関する意見と図

6の「樹木の大きさは適切である」の評価結果をあわせると，昼

夜間での空間性の変化によって夜間は昼間よりも樹木の存夜感が

大きく，樹木のボリュームも昼間より大きく感じていることが読

み取れた。

図-8は回答者のE毒性別の 5段階評価の結果である。造閣に関

する学習を行っている学生と緑に高い関心を持つ一般者は，ほぼ

すべての項目で夜間が昼間より評価が低くなっていたが，一般者

は「④緑の存在感が大き Lリの項自で夜間の評価が高くなるとい

う特徴があった。これは，一般者は緑への特別な関心がなく昼間

は緑が空間にとけ込んでいるため緑に気づきにくいが，夜間は空

間性の変化によって内部空間へ目線が行きやすくなり，また照明

によって緑の存在を認識しやすくなるため縁の存在感が大きいと

感じることが考えられた。

また，設計者は昼間の評価が低く，全体に夜間の評価が高くなっ

ていた。これは，設計者が景観創出といった視点から昼潤よりも

夜間を非日常的な空間と捉え，夜間の景観演出を評価したためと

考えられるが，利用者との昼夜での緑の挺え方に大きな相違ある

ことが確認された結果となった。

(立)夜間の緑化アトリウムで好まれる樹木の色

「明度の低L、緑j，I緑j，I明度の高い緑jの樹木の中で邸答者

の約 5部が「明度の高い緑Jを選んだ(図-9)0I緑が鮮やか」と

いう理由が最も多く「明るLリ， I安心感があるj，I緑が柔らかLリ

という理由も多かった。このことから夜間には空間を明るく感じ，

安心感の得られる明度の高い緑が求められることが考えられた。

(3 )緑の在り方に関するアンケート結巣

(i)緑化アトリウムで好まれる樹木

緑化アトリウムの中で好まれる樹木は，樹木 Bが約 7割を占

めていた(図 10)。本研究ではこの要因の指標として各樹木の

緑視率と透過率を算定し，図 11に示した。緑視率は写真の中

に占める緑の割合を算出し，透過率は樹木輪郭に占める内部の透

過部分の割合であり視点1， 2では樹幹の間も透過している部分

と見なして算出した。この結果から，評価の高かった樹木Bは，

緑視率は約 15%と他樹木よりも低いが，透過惑は視点1， 2で40

%以上と高く，アトリウム空間に占める緑の量よりも透過率が高

い樹木が好まれることが考えられた。

(u)樹木と植栽形態の紐み合わせの評価

3つの樹木と 5つの槌栽形態を組み合わせたアンケートの結果

を図-12に示す。樹木Aと樹木Bはほぼ同じ評価であり，樹木

Cは埋設型 (C司 c)が良いという意見が増えるが，その他は樹木

A， Bと同じ傾向であった。樹木Cの結果が樹木 A，Bと若干異

なるのは，樹木 Cが熱帯地方，海岸に多くみられる樹木で，樹

木 A，Bとは生育地域の異なる樹木であるという点が影響して

いると評価理由から判断できた。しかし，全体的に評価の傾向は

同じであり樹木の緑量，透過率の違いによる好まれる植栽形態へ
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図-12 樹木と植栽形態の組み合わせ評価

表-2 植栽形態別評価

植裁形態 評価 良い理由

Z樹木なし -盤も良〈ないという重量見が多い
-すっきりしている

a下箪聖(鮫策)
-良いという意見が多い 自然である
'良〈ないという意見が少ない ーすっきりしている

b下車型(草花)
自然である
季節感がある

c埋設聖 -良〈ないという窓且が多い
-すっきりして歩きやすい

良〈ない3里腐

殺風景

・空間が広すぎる

縮まかり

草花と鋭木があわない

不怠然
・不安定

良いという窓見が多い
d立ち上げ型〈観葉) ただし r'Jより評窃は低い

良〈ないという窓見が場える

良いという意見が多いe立ち上げ聖(]草花)
・良〈ないという意見も問機に多い

-安定揺がある
縁のそばで休める

縁の量が多い
目人工的

花と殺しめる
・警やかである

白人工釣

要素が多すぎる

の影響は少なく，植栽形態、自体が評価に影響していることが考え

られた。各植栽形態の評価結果と評価理由(表ーのからは，評

価が高い植栽形態は， 1 a :下草型(観葉)J，1 e:立ちょげ型(草

花)Jであり自然であると捉えられるもの， 自然に親しめると捉

えられるもので，評価が低い植栽形態は， IZ:樹木なしJ，1 c : 

埋設型J，1 e:立ち上げw!(草花)Jであり共通するコメントとし

て人工的と捉えられるものであった。このように， 1 e:立ち上げ

型(草花)Jは，評価が分かれる植栽形態、であった。

(iu)樹木とつり下げの組み合わせの評価

つり下げは，天井のある空間で可能な植栽であり，アトリウム

の緑化手法のーっとして本研究では樹木との組み合わせの評価を

行った。評価の結果は図 13のとおりとなった。最も評価が高

いのは，樹木Bとつり下げの組み合わせ (Bイ)であり，緑の量

が良く立体的であるが空間を狭くしないという点が評価されてい

た。樹木 A，樹木 Cとつり下げの組み合わせ (A-f，C-f)は樹

木とつりさげのバランスが惑い，緑の議が多いという理由から評

価が分かれていた。足下からの植栽である樹木と天井からの植栽

であるつり下げの組み合わせは，空間を立体的に緑化することが

できる反面，空間の高さを制限する植栽である。このことから緑

による圧迫感が少ない透過性の高い樹木との組み合わせの評価が

高くなることが考えられた。

Civ)全植栽タイプに関する評価

全 21タイプの評価(殴 14)では，樹木Bによる植栽が中心

に評価が高くなっていた。その中でも B-a，B-e， B-f (図 15) 

の評価が高くなっていた。樹木 Bでは良くないというー窓見が少

なく，透過率の高い樹木を中心とした植栽形態が評価されること

が読み取れた。ただし埋設型 (B-c)は評価が低く，壊設裂とい

う摘栽形態が評価されないことがこの結果からも読み取れた。

また，最も評価が低いのは樹木なし (Z)であり，樹木のない

立ち上げ型 (Z-d，Z-e) (図 16)も評価が低くアトリウムでは

高さのある樹木による緑化が求められることが読み取れた。
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図-13 樹木とつり下げの

組み合わせ評価
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図-14 全 21タイプの評価

図-15 評価の高かった 3タイプ

図-16 評価の低かった樹木のない犠栽
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4.まとめ

以 kより本研究における結論を以下のようにまとめた。

1)アトリウム空間の緑化では，昼夜間ともに高さのある樹木へ

の注呂が高く，樹木は緑化アトリウムの景観形成の中心的な存在

となっている。また，アトリウム空間の緑は人工感緩和や溶ち着

く空間の演出の役者jを持ち，緑をアトリウム空間に導入すること

により空間の魅力の向上の効果が期待でき，高業施設の場合では

集客力の向上や利用者滞夜時間の延長などの効果が期待できる。

しかし夜間はその効果が低くなるため夜間には，緑による景観演

出に対し昼以上の工夫が必要となる。

2 )アトリウムの緑化では，樹木といった一定的なボリュームの

ある緑の扱いがZ重要である。夜の景観では高さのある樹木は，視

野の変化と照明によって昼間に比べ樹木のボリューム感，存在感

が増加し利用者に圧迫感を与えるという特徴がある一方，夜間の

好まれる樹木の色の解析の結果から利用者は夜間でも緑lこ鮮やか

さや明るさを求めていることが考えられる。このため夜間も利用

する緑化アトリウムでは樹木の大きさ，業色，照明方訟を考慮す

ることで樹木の存夜感のコントロール，緑の鮮やかさの演出，圧

迫感を与えないなど総合的な工夫が必要である O

3 )アトリウムのような天井の高い空間では，高さのある樹木に

よる緑化が望まれ，空間における緑視率の高さよりも，透明感の

あるアトリウムに調和する樹木として透過不の高い樹木による緑

化が好まれる。また利用者の評価の高い下草裂の観葉タイプと立

ち上げ型の草花タイプ，つり下げタイプの 3つの柏栽形態、からは，

外部空間にいるかのような「自然性J，花や緑に殺しめる「親近

性J，室内でのみ可能な楠裁といった「特質性jといった 3つのキー

ワードが抽出でき(図 17)，今後のアトリウム緑化の鷲意点と

なると考えられる。また，建築空間の緑化として近年よく用いら

れている埋設型は，不自然，不安定と捉えられ評価が低L、。こう

した好まれる樹木と植栽形態の組み合わせは，今後のアトリウム

の縞栽デザインの参考となると考えられる。

樹木 極毅静態

揖立ちの桜木 下車型(銭菜1毒物) 1 立ち上げ型(草花) つり下げ

旦 ljE-
アトリウムに調和する樹 F自然性親近性」 「特貫性j

関 17 抽出されたキーワ…ド

4)夜間景観に関して，設計者と利用者の緑の捉え方に粉違があ

る。緑化アトリウムを多くの人にとって快適な空間とするために

は， 和l泊者の視点による緑の捉え方を考応、した多角的な検討を

行うことが重要であり，設計者にとって一つの課題と考えられる。

この様な利用者の視点についても多様な方向があり，本研究では

水平方向と術j敵景について議論を進めたが，こうした課題に取り

総むことで，緑の効巣が十分に活かされ，利用者の緑への興味，

関心を引き出すことに効果的な空間とすることができ，緑化アト

リウムという緑のある都市空間としての価値をさらに高めていく

ことができるものと考える。

5 )今後の課題として，本研究では夜間の明るさについての考察

は利用の好みの傾向的な内容にとどまっているが，数値化的評価

になるまで更なる工夫が必要と考えられる。また，モンタージュ

写真を用いた研究は三次元空間を完全に反映出来ない研究手法で

あり，三次元空閣を有効に分析する方法の開拓が必要と改めて感

じた。本研究て‘は二次元闘像の刺激の大小において限界があるも

のである。また，アンケート手法における自由記述のまとめのプ

ロセスにおいては 100%客観的な基準で分類することは難しく，
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類似研究における課題と同様，本研究ではその部分において限界

を趨えていないと考える。今後より客観的な方法論の機築も期待

したL、。
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